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～石油と戦争、そして覇権～
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はじめに

　2004年の夏は、猛暑、酷暑、炎暑の連続で、太陽が融けだしたのではないか

と思うほどに日本中が茹で上がった。そこにサッカーのアジア杯だ、オリンピッ

クだ、イチローだときて、いよいよヒートアップした。気象庁によれば、東京で

は真夏日が 69日になって４年前の記録を更新、連続真夏日 40日、最高気温 39．

5度と合わせて「３冠達成」と記録ずくめであったという。今まで冷房の要らな

かったパリなど欧州の主要都市では、クーラーが必需品になったというから、ど

うやらこの暑さは、地球規模のものであるらしい。

　世の中の天変地異に最も敏感な業界の一つに、損害保険会社がある。近年猛威

を振るう巨大ハリケーンのために、米国の損保会社では料率を上げて企業防衛す

るしかないが、それでも倒産する会社が続出するというから厄介である。04年

の夏、米大陸東部はハリケーン、日本は台風に直撃されて大被害を受けた。海面

温度が上がると台風やハリケーンが発生しやすくなり、激しさを増すというのが

科学的知見であるが、海面上昇の原因が何によるものか判然としてはいない。

　確かにここのところの地球はどこかおかしい。猛暑があれば次の年に冷夏もあ

り、西に洪水が起これば、東に旱魃がくる。地震もあるが、これは地下のマグマ

活動だとして、海面や地表の異常現象は何に起因しているのだろうか。

　その真犯人は地球温暖化である、と疑われてから久しい。二酸化炭素（CO2）

やメタンなどの温室効果ガスが大気中に増え、地球の熱が宇宙に拡散できなく

なって熱の出入りのバランスが崩れ気温が上昇、地球は温暖化する、というのが

現在のところの通説となっている。とくに、石油や石炭など化石燃料を燃やした
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時に排出される CO2の影響が大きいとされ、この排出量を規制するための国際

的取り組みが多くの会議で検討されてきた。CO2の排出量は、ここ半世紀間に世

界全体でおよそ４倍から５倍に増えていると推定されていて、その影響の大きさ

が報告されている。国連では「21世紀末には気温は３度、海水は 65センチ上昇

する」と予測し、これに基づいて 94年、当時の環境庁が、『地球温暖化の我が国

への影響』と題する報告書を発表した。それによれば、21世紀末までに海面が

65センチ上昇した場合、現存する日本の砂浜の約８割に相当する面積が侵食さ

れ、高潮、津波の危険地域は４割も拡大する。また温暖化の結果、樹木の分布が

現在より北上し、本州北部の代表的な樹木であるブナ林の４割が姿を消してしま

うという。つまり、日本列島の相当部分が熱帯・亜熱帯化することになるという

から衝撃的である。では、この温暖化を一体どうやって防止できるのか。

　ある学者によれば、地球をリンゴに例えると、大気の層はその皮の厚さより薄

いという。これもまたよく出される例えだが、人類が出現してからおよそ 400万

年として、これを４メートルの物差しとすれば、二足歩行してから 2.7メートル、

旧人のネアンデルタール人が現れたのが 10センチ前、新人のホモ・サピエンス

に至っては５センチから２センチ前に出てきたばかりだという。とすれば、古代

文明が栄えてからわずかに５ミリ程度という計算になる。この間、人類はリンゴ

の皮の厚さの中で生活空間はもとより、食料も資源も自己調達して生き延びてき

た。森の恵みで栄えた古代文明が森を伐り尽くしたことで滅びたことは最近の環

境考古学で明らかになっているが、くだって近代、産業革命の進展とともにリン

ゴの皮は黒みを帯び、現代に至っては所どころにオゾンホールなる穴ぼこまで開

いてきた。ときに皮をぶち破って人工衛星などを飛ばすが、地球という物体の壮

大さ、宇宙の悠久さに比べれば何ほどのことはない。

　文明の進歩は富める国と貧しい国を生み出す。富める国は石油を湯水のように

使って大気を汚し、貧しい国は焼き畑農業で、あるいは煮炊きや炭焼きのために

森を伐り続ける。地球上に絶えない戦火がさらに環境を壊す。現在、熱帯林だけ

でも、毎年日本の本州面積の半分ほどが消滅しているという。その結果、古来か

ら森林が吸収していた CO2の行き場がなくなり、毎年何億トンもの排出ガスが

地表を覆うことになる。リンゴの皮はいよいよ薄汚く煤
すす

けるしかない。
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　先の４メートルの人類の歴史の長さに照らせば、産業革命から 0.2ミリ余り、

1859年米人ドレイクが石油を商業生産してからはたったの 0.1ミリ余りしか経っ

ていない。このわずかミリ単位くらいの短い間に、人類は恐ろしいばかりの石炭、

石油などの化石燃料を使い、大気を汚染し続けてきた。

　しかし、それでも温暖化防止への道はいまだ定まらず、地球の危機を回避する

システムは見つかっていない。その理由は極めて単純である。その危機が、エイ

ズやエボラ熱や巨大地震のようにはっきりした形で目に見えず、その原因や影響

予測に不確かさがつきまとうため、“執行猶予”を期待する風潮があること、そ

の基底には、先進国は豊かさと利便さの追求に飽くことなく景気停滞を恐れて積

極的になり得ず、開発途上国は貧困こそ環境破壊の原因と強弁して経済成長を優

先させたいために、先進国が排出規制を先行すべきだと譲らない。排出規制を取

り決めた「京都議定書」に、米ソ両大国は批准すらしないし、第２の排出国の中

国は加入もしていない。最高の防止策と思われる原子力発電には巨大技術に対す

るアレルギーがあって、代替エネルギーとしての地位を確立し得ていない。その

間にも、南太平洋の島
とうしょ

嶼諸国は、海面の上昇で国土が水没する危険に怯
おび

えている。

　２次の石油危機を経た時、地下資源の有限性を疑うものは誰もいないと思われ

たが、石油危機が歴史の一つにすぎなくなった今、アラーの神の逆
げきりん

鱗に触れたこ

となど忘れて、人は飽かず地下を掘り続け、豪勢に石油を浪費する体質は全世界

を覆い尽くしている。それはまるで、石油は無限に存在すると確信しているかの

ようである。人類なるもの、物忘れのひどい得手勝手な生き物というほかない。

　油田が盛りを過ぎた今、石油は有限である、CO2の制限も分かる、しかしそれ

は総論、各論の経済成長が最優先とあっては、この「地球号という宇宙船」　（1972

年国連人間環境会議「ストックホルム宣言」）は、経済（Economy）、環境（Ecology）、

エネルギー（Energy）のいわゆる“３E”のトリレンマを解決できないうちに沈

没せざるを得まい。石油危機がすぐそこに来ているわけではないが、それより前

に環境破壊で地球がおかしくなる方を先に心配すべきかもしれない。おそらく、

21世紀に起きる危機は単純な石油危機にあらず、エネルギーと環境の複合した

もので、かつて人類が経験したことのない種類のものであるに違いない。

　まことに難儀なことに、石油は当面エネルギーの大宗であり続けるし、この世
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に戦争やテロの種は尽きそうもなく、国連のいう「貧困の克服と飢餓の撲滅」な

ど木に登って魚を求める類いの夢物語でしかない。したがって、これから書こう

とする石油と戦争の話は、人類は地球の危機を防ぐことができるかどうか、人類

が「地球市民」になり得るかの知恵、叡
え い ち

智を問う話になるはずである。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　04年の暑い夏を、さらに熱くさせたのが原油相場であった。ひとむかし前な

ら間違いなく第３次石油危機の到来と大騒ぎになるほどの危機的水準にあったに

もかかわらず、世の中は泰然としていた。ほかに騒ぐべきことが多すぎたのかも

しれず、かつての石油危機も 30年を経れば、色あせるのも仕方がない。

　いうまでもなく相場は原則として需給関係で決まる。石油需要はアジア地域を

中心に旺盛で、しかも構造的で持続するとみられている。とくに中国の急増は際

立っている。私事になるが、私が「日中石油友好使節団」の一員として訪中した

1985年当時、中国は大慶油田の産出に沸いていたが、世界に引き取り手がなく、

原油の売り込み先に選んだのが日本だった。売り手と買い手、友好の文字どおり

下にも置かない扱いを受けた。それが 20年近くたった今、中国は経済大国に変

貌し、原材料を世界中から買い漁って相場をつり上げている。とっくに原油の純

輸入国になっているばかりか、世界に石油の利権を求めて走り回り、近場の東シ

ナ海から中東、アフリカまで石油戦略を展開する石油大国になっている。

　一方の供給側も問題山積である。なんといっても、イラクの油田、油送管な

ど石油施設の破壊が大きく、市場復帰が遅れるとみられるうえに、大抵の増産に

応じてきたサウジアラビアも、限界いっぱいのフル稼働を続けている。さらに、

OPECの大勢が世界経済を混乱させない限り高値止まりを望んでいるというので

は、到底相場の熱を冷やすことは難しい。中東以外では、ロシアに大手石油会社

の経営危機、ナイジェリアなどに政情不安があって、投機筋がここを衝いてくる。

　この需給関係の悪化を見越して、原油市場にヘッジファンドが殺到、ニュー

ヨーク商業取引所のWTI原油の先物価格は過熱する一方で、８月には石油危機

時の最高値を抜き、50ドルの大台に迫る勢いをみせた。いかに当時と物価水準

が違うとはいえ、油価の急速な値上がりは景気上昇を減速させる。ここで何よ

り怖いのは、例えばサウジに非常の事態が起これば、供給に余裕がない分、価格
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の暴騰が起こりかねないことである。そうなれば石油危機の再来となる。そうな

る前に、世界は石油備蓄の放出のタイミングを計り、省エネルギーを進め、代替

エネルギーの開発を加速させて石油需要を抑制するという以前にとった伝統的手

段でこの危機を回避、乗り切らなければならない。一方で産油国との関係強化に

努め、かれらを敵に回さない友好関係を構築していなければ油が断たれることは

歴史が教えている。その上に海外に自前の油を持っていればなお結構である。

　わが国にとって、「日の丸油田」の確保は積年の悲願であった。悪名高い石油

公団が莫大な税金を使ってきたが、いまだものになっていない。しかし、ここに

きて有望な開発プロジェクトが登場してきた。場所はイランのアザデガン油田で

ある。この油田は、世界有数の大油田との評価を得ており、04年２月石油公団

系の国際石油開発が 75％の開発権益を取得、08年の生産開始に向けて開発が進

行中である。総事業費は約 20億ドル（約 2200億円）と巨費にのぼるが、経済産

業省はこれをエネルギー政策上重要な国家プロジェクトと位置付け、「自主開発

原油の切り札」として、イラン政府との交渉を支援してきた。

　ところがここに大きな横槍が入った。イランの核開発を警戒する米国は、日本

が権益を取得する前からこれに関心をもち、03年夏には交渉延期を日本政府に

求めるなど日本の動きを牽制してきた。このあとイランが核査察受け入れを表明

したため静観していたが、04年８月パウエル米国務長官は、このプロジェクト

を再考するよう日本に求めたというのである。いったい、一国の経済行為を他国

が容喙することなどあっていいのか、この問題は多くのことを考えさせる。

　話は急に変わるが、ギリシャ神話に「パンドラの箱」の話がある。ゼウスが

下界に下した人類最初の女性であるパンドラは、誘惑にかられて罪悪や災厄が封

じ込められていた箱を開けてしまう。おかげで人類は不幸に見舞われ続けるとい

う話であるが、現代の「パンドラの箱」はまさに“核”であるに違いない。核と

いう箱を開けたパンドラは、いうまでもなく米国であり、シカゴ大学の実験室で

94番目の元素として発見され冥王星に因んで命名されたプルトニウムが、５年

後に原子爆弾となって日本に投下されたことは、歴史的事実である。

　そのアメリカは当然のように核を国家的機密にして独占を図るが、ソ連が追い

ついたために両国独占に切り換えようとする。２超大国の独占を許さじと英・仏
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が割り込み、そのあと中国が「核クラブ」の仲間入りを果たす。こうして国連安

保理の常任理事国５ヵ国だけが「核武器保有国」の特権的地位を得ることとなっ

た。この後を追うのは日・独しかない。先行する旧連合国の狙いはただーつ、両

国の核開発・武装を阻止することにあった。国連憲章に残る「旧敵国条項」の発

想と同じで、「ヤルタ体制」の残滓にすぎない。こうして 1957年 IAEA（国際原

子力機関）が生まれた。これによって、IAEAに加盟する国は、軍事転用阻止の

ための「保障措置」（査察）を受ける義務を負うことになる。５大国は核の寡占

体制維持という共通の利害を背景に、冷戦の最中にあっても非核保有国に君臨

し、原子力平和利用に限定することで後発国を押さえ込もうとした。

　しかし、核を持つということは、自国マークのジェット機を飛ばせる航空会

社をもつ以上に国家的プライドをくすぐるものであるらしく、現在では世界で数

十の国が核物質を扱うか研究炉が動いているとみられている。もちろん、これら

のすべての国が文字通りガラス張りで原子力の平和利用に徹し、自発的に査察を

受けていれば問題はなかったが、そうはいかない。あわてた米ソ英の３ヵ国は核

寡占体制の固定化を図り、「核クラブ」会員の凍結にのりだした。こうして生ま

れたのが 40ヵ国の批准を得て 70年に発効した NPT（核不拡散条約）であった。

これに加盟した非核保有国は、IAEAの「フルスコープ保障措置」を義務付けら

れる。つまり、全原子力施設を公開、申告し IAEAの査察を受けなければならない。

ところが第２次大戦戦勝国５ヵ国は、「核保有国」としてフルスコープどころか

査察を受ける義務すら免除されている。この不平等さに非核保有国の不満は高ま

り、インド、パキスタンが NPTに未加盟のまま核保有国となり、イスラエルの

核保有が公然の秘密となって、イスラエルに敵対する国が開発を急ぎ始めた。「パ

ンドラの箱」を開けたアメリカは、その後の騒々しさに慌てて蓋を閉じようとし

たが、そうはうまくいかなかった。時すでに遅し、日・独の核武装阻止には成功

したが、最終の文明の兵器をもちたいという後発国の野望を抑えることはできな

かった。土台、自分たちだけが保有して、ほかの国には NPTという網をかけて

これを禁ずるというのは大国のエゴというべきで、公平を失する。

　核は長く、米ソ超大国のものであった。それは世界覇権をかけた開発競争と

なって、両国が保有した核弾頭の総数は５万発を超え、その殺傷能力は地球上に
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住むすべての人間を「何回も殺せる」（オーバーキル）とまでいわれた。そのば

かばかしいまでの増強競争は両国の経済を疲弊させ、ソ連邦の崩壊とともにこれ

に終止符が打たれた。ところが、91年核軍縮の方向に進みだし世界平和にとっ

て喜ばしいと歓迎されたのも束の間、使い道を失った核兵器が世界に流れ出した。

核兵器関連の機器や情報を闇で売りさばく市場が作られ、このブラック・マーケッ

トに 30ヵ国以上の企業が参入しているという。もちろん最終的な買い手は国家

である。古来、死の商人はどこでも出没してきたが、核という地球を死に至らし

めるかもしれない最終兵器を玩具のごとく売り買いするなど悪魔の所業としか思

えない。悪魔が作ったものは、所詮、悪魔の手にしか渡らないものとみえる。

　話を元に戻すと、核開発の疑惑をかけられたイラクは、戦争をしかけられて国

が壊された。次は北朝鮮であり、イランである。この両国は、核不拡散の国際ルー

ルを無視し、米国の目指す核管理の一国支配という国家戦略に挑戦するものとし

て、米国の神経を逆撫でし続けている。そのイランと組んで日本が国家的事業を

やるのはおやめ頂きたいというのが米国側の本音である。となれば、このプロジェ

クトは大きな政治リスクを背負ってしまうことになる。

　日本には過去イランとの合弁事業に拭いがたい失敗の記憶がある。1971年イ

ランとの間に民間ベースでスタートした石油化学合弁事業が、直後に発生した石

油危機のために国家プロジェクトに格上げされ、官民挙げての大事業となった。

ところが不幸にもスタート直後の 80年にイラン・イラク戦争が勃発、事業継続

が不可能となり、計画は挫折した。約 6000億円の巨費を投じた合弁事業は、89

年イ・イ戦争が終わった後になって、日本側の完全撤退をもって幕を閉じた。国

や企業グループの実損はもちろん、海外における信用の失墜など大きな傷跡と教

訓を残して、この大プロジェクトは砂漠の蜃気楼と化したのであった。

　以上が経緯のあらましであるが、この問題はいろんなことを考えさせる。まず

開発途上国ないし累積債務国への投資に対するカントリーリスクがある。国や地

域によっては宗教の壁、文化や社会通念の違い、そして決定的には経済感覚つき

つめれば契約に対する観念が根底から違う。それは当然のこととして、次は国家

プロジェクトがひとたび破綻した時の処理の仕方である。国家権力や国の面
め ん つ

子と

いった大きな壁に身動きがとれなくなり、タイミングが遅れ処理が長引いて傷口
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を大きくしてしまう。攻めるより退く方が難しいのは戦争ばかりではない。さら

に、資源の供給確保に国が乗り出してどれ程の効き目があるのかという根本的疑

問がある。その国をまるごと買い取るのであればともかく、地下資源を採掘する

権利をものにするくらいで、たとえば石油危機のような大異変事が出
しゅったい

来した場合

でも掘り出した資源を持ち帰れると思ったら大甘であろう。二度にわたる石油危

機がそれを教えている。どんな大国家であれ大企業であれ、どうにもできない異

変が起きるし、一つの国の思惑どおりに動くには石油市場は巨大かつ複雑すぎる。

国が国民の税金を使ってまで動き回る必要があるのか大きな疑問を残した。

　しかし、アラビア石油がなくなって以来、国策原油いわゆる「日の丸石油」の

確保は日本の大命題になっている。中東石油の争奪戦が続く現在、石油危機の教

訓を踏まえてイラン油田の確保に乗り出したことは時宜に適っているとして、そ

れに米国政府が異を唱えることにノーと言えないということはどうしたことか。

　話は戻るが、世界の石油マーケットは異常事態である。これの原因の相当部分

にイラク戦争が絡んでいることは専門家が指摘するまでもない。戦争勃発直前の

原油価格がバレル 28ドルとして、20ドル程度値上がったうち控え目に４分の１

の５ドルを戦争の原因に求めれば、日本は日量 400万バレルを輸入するので、な

んと毎日２千万ドル（約 22億円）余計に上乗せプレミアムを支払わされている

勘定になる。もちろん米国自身も当然巨大なツケを背負わされているが、日本が

自前の石油を持とうとするのに、それに待ったをかけるのが油価高騰の原因を作

り出した国であるというのは、まことに面妖な話である。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　もともと、この世に国際世論ないしは外圧とよばれているものほど理不尽で不

条理なものはない。話は急にクジラに変わるが、04年の７月イタリア南部のソ

レントで、国際捕鯨委員会（IWC）の年次総会が開かれた。日本は、南極海の禁

猟区の撤廃とミンククジラの商業捕鯨再開を求める案を出したが、結果は大差で

否決された。この IWC委員会は食糧難を解決するために大戦直後の 46年につく

られたが、捕鯨オリンピックにみられたような乱獲が続いたために、82年の総

会で、商業捕鯨の一時的全面禁止を可決した。以来 IWC総会は、鯨資源の利用

という目的が消し去られたまま鯨の保存だけが錦の御旗となって、やがて捕鯨反
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対の一大会場と化してしまった。IWCは科学的根拠に基づいて捕鯨を管理しよ

うとするものであるが、肝心の数値が反捕鯨国と捕鯨国ではまるで違う。前者が

「絶滅の危機にある」といえば、後者は「他の魚を食べるミンク鯨は害になるほ

ど余っている」と主張する。議論がかみ合わない大もとは、「鯨を食するのは野

蛮で悍
おぞ

ましい」という感覚が正当か偏見か、という対立にある。

　清朝末期の中国軍閥の大立者だった李鴻章のところに、あるとき英国人がペッ

トの犬を贈った。英国人への礼状にいわく「頂いた珍獣、まことに美味」とあっ

たという。この話の真偽は定かではないが、中国に昔から犬を食する習慣があっ

たことは事実である。犬をペットとするか賞味するかでは天と地ほどの差がある

が、犬を食べるから中国人が野蛮で文明人にあらずとは言えないだろう。

　中国人が犬を食してきたように、海洋民族である日本人は、獣肉を忌み嫌う風

習から鯨を貴重な栄養源としてきた。最近の研究では、日本人と鯨のつきあいは

遠く縄文時代にまでさかのぼるという。つまり、日本人は古くから、肉や脂の利

用はもちろん、皮や骨は工芸品や肥料に用い、歯や髭は工芸品、筋は楽器の弦、

内臓は薬剤、マッコウ鯨の腸にできた異物はお香の原料というように、鯨を広く

利用してきた。くだって、戦後の食糧難を救ったことは記憶に新しい。なにしろ、

シロナガス鯨１頭の重量は、象の 27頭分、牛の約 180頭分に匹敵するというか

ら「鯨一頭で七郷を潤す」といわれたはずである。考古学者森浩一氏によれば、「だ

から人々は鯨を魚王とか神魚とよび、敬意を表した。また、捕獲した鯨の霊を祭

る鯨墓や供養塔が全国に百以上もあったり、一頭ごとに大名クラスの戒名をつけ、

過去帳に記録して丁重に供養してきた」。鯨を利用し尽くしたうえに鎮魂を忘れ

ず、親しみと畏れをもって扱い、鯨とのよい関係を保とうとしてきた。

　その鯨を、すべての西欧人というわけではないが、捕るな、食べるなという。

理屈が通っていれば敢えて喧嘩してまで食べるほどのことではないし、だいいち

日本から捕鯨のノウハウは消えかかっている。しかし、鯨の知能は高く死ぬ時に

涙を流すから可哀想といい、鯨が守れなくて地球環境が守れようか、などと声高

に叫ぶから話はおかしくなる。捕鯨が蛮行で牛や豚を屠殺するのはそうではない

というのか。牧畜のための土地を森林伐採などで侵食するのと、海洋の生物を環

境との予定調和のなかで余った分を利用するのと、どちらが「地球にやさしい」
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というのか。グリーンピースとやらの過激派団体に代表される反捕鯨国の主張

など、民族固有の嗜好を侮辱し、伝統の食文化を愚弄せんとする独り善がりの感

情論でしかない。先の IWC総会のあと、反捕鯨国のイタリアの地元紙は、日本

案否決の翌日、「毎年１回、紳士たちがどこかに集まっては何も決まらずに帰っ

ていく。幸いなことだ。それで鯨の命が救われるのだから」と書いたという（04

年８月 26日付朝日新聞）。結構である。クジラをめぐる不毛の論議といわれよう

が、毎年毎年、日本は同じ主張を繰り返す。そうでなければ、まさに「大国の恫喝」

という不条理が世界にまかり通ることになる。これでは、幕末、米国高官が「日

本をイエスといわせるには理屈はいらない。圧力をかければ尻尾を巻いて逃げる」

とうそぶいた時代となんら変わらないことになるではないか。

　その米国高官の乗った黒船は、日本に開国を求めてやって来た。開国の目的が、

東洋進出の足掛かりを築くことのほか、太平洋で操業している自国捕鯨船の安全・

水・食糧・燃料の確保にあったことは広く知られた歴史的事実である。

　世界における大規模な近代捕鯨が始まったのは 16世紀のヨーロッパ、それが

やがてアメリカに広まって、世界の海は、あかり用の鯨油と工業製品材料の鯨髭

が目当ての捕鯨船で埋め尽くされるほどの勢いとなった。ペリーが日本に来航し

たのが 1853年、捕鯨の最盛期にあったが、その６年後の 1859年米ペンシルベニ

ア州に住む E・ドレイクが原油を世界で初めて掘り当てて、日量 30バレルの商

業生産が始まるや、様相は一変した。原油から精製された照明用灯油がそれまで

の鯨油を駆逐し、ついに 1861年には帆船ワッツ号が灯油の樽（バレル）を満載

してフィラデルフィアからロンドンに向けて出港した。油田のあるタイタスビル

は山師の群がる街と化し、ボナンザ（富鉱帯）を当てた石油成金で沸き返ったと

いう。以後 19世紀末まで、米国は年間灯油生産の３分の１を輸出する石油大国

に伸し上がったが、それはあとの話、ともかく、西洋社会にとって鯨は不要の生

き物となって、いつしか動物愛護の頂点に祭り上げられていく。

　欧米の捕鯨の主目的は明かり用の鯨油にあったが、いわゆるグルメの間で鯨が

珍重されていたことは、有名なメルビルの小説『白鯨』（1851年）からも窺える。

いわく「小さな抹香鯨では脳味噌が美味とされている。頭蓋骨を斧で打割り、一

つの丸まるした白っぽい脳葉を引摺り出し、そいつを麦粉でこねまぜて料理する
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と結構いける食物になる。風味は食通間で珍重されている犢
こうし

の脳に似た処さえあ

る」。とはいっても一般に鯨肉を盛大に食するという風習のなかったことは確か

であるが、これに対してメルビルは、次のような胸のすく一文を浴びせている。

「恐らく陸上の人々が鯨を食うことを厭
いと

わしいと思うのは、人間が海で虐殺した

ばかりのものを、しかもそれを使った鯨油の下で喰うという点にあるらしい。だ

が、思うに初めて牡牛を殺した人間も虐殺者として、牛達の裁判では絞首刑になっ

たはずである。土曜日の晩に肉市場に行って、生ける二足獣の群れが、死せる四

足獣のずらりと並んだ処を熱心に見上げている景色を見給え。それは食人種も三

舎を避ける風景ではなかろうか。いったい食人種でない人間がありますか。では

申しますが、来るべき飢謹に備えて、やせっぽちの宣教師を穴蔵に塩漬けにする

フィジィ島人の方が、諸君のような鵞鳥を地に釘付けして、その燻し肉にした内

臓をパテ・ド・フォア・グラでござるなどと食べ散らかしている文明開化の食通

諸氏に比べれば、最後の審判の日にはよほど罰が軽いだろう」　（田中西次郎訳）。

メルビル自身、青春の４年間を捕鯨船の乗組水夫として鯨を追っかけた人物であ

るが、当時のアメリカは捕鯨大国であった。「この時期、アメリカ中の灯火は鯨

油で、ヨーロッパやアジアのように菜種油を使っていなかった。鯨油のための捕

鯨業が盛んで、しかも獲
と

った鯨は油だけ絞って他は捨てていた。今のアメリカ人

の教養のなかにそういう歴史知識が入っているだろうか。おそらく忘れているだ

ろう」　（司馬遼太郎『アメリカ素描』）。

　ともかく、あれほど栄えた西洋の近代捕鯨は、文明そのものを表す灯油の登場

で鯨油の採算が合わなくなると、あっさりと歴史から姿を消していった。

　話は先程のペリーに戻るが、彼は当時のマニフェスト・デスティニー（アメリ

カ膨張主義思想）の体現者として、日本に欧米的キリスト教文明を及ぼすことが

米国の歴史的使命だと確信して日本に渡ったという（岩波文庫版『ペルリ提督日

本遠征記』）。これは、中世“南蛮”の宣教師が万里の波濤を越えて布教あるいは

領土的野心のために渡来してきたのと何ら変わらず、くだって現代のブッシュ二

世が、彼の信ずる神の定めといってイラクに攻めこんだ図式に酷似している。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　現在の米ブッシュ大統領がイラクに攻め込んだ大義名分は、フセインなる独裁
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者を排し、イラクに絶対普遍の民主主義を遍
あまね

くひろめることにあったとされる。

多分、そこにたまたま大量の石油があっただけであり、父ブッシュのあだ討ちな

どとんでもないということだろう。しかし、ブッシュ一世は、世界の事柄を善と

悪、正と不正に分け、前者が後者を撃つことを当然と考えるほど単純ではなかっ

た。もちろん、現大統領の父親の一世は、さきの 91年湾岸戦争の開戦を決意し、

指揮した当事者である。しかしこの戦争にはなにがしかの大義名分があった。

　90年８月、中東の大国イラクが小国クウェートに攻め込み、瞬く間に併呑し

てしまった。中東における大国と弱小国の関係はアフリカの原野におけるライオ

ンとシマウマに例えられる。湾岸戦争前の兵力の差は 100万と２万、龍騎兵と鉛

の兵隊ほどの違いがあった。世界はこの事実に騒然となった。場所がアフリカで

はなく中東であったこと、襲ったのが手負いで腹を空かした札付きの凶暴なライ

オンであったこと、襲われたシマウマの方が金満家で、しかも地下に大変な宝物

をたくさん隠しており、これがないと世界の経済が大混乱に陥る懸念があったか

らであった。このライオン、時間が経っても立ち去ろうとせず、兵糧断ちにも辛

抱して砂漠の盟主たらんと辺りを睥
へいげい

睨していたから世界はいよいよ困った。

　そのまえに襲われたクウェートである。この小国の恐怖は、これに遡ること

10年余り前の 79年、対岸の域外大国イランにホメイニ革命が起こってパーレビ

王政が崩壊したときに頂点を極めた。革命がその性格上近隣諸国に輸出される運

動律をもっている限り、ひ弱な王政の小国などひとたまりもない。しかしこのと

き幸運にも、フセインがホメイニに戦争を仕掛け、これが実に８年も続いた。こ

の間、湾岸の王国はこぞってイラクを応援し経済的にも援助した。イラクが曲が

りなりにも判定勝ちを収めたのは彼らのおかげであった。それはイラクも百も承

知しているが、外国からの借金が数百億ドルに及んでは戦勝国の気分などふっと

んでしまう。我々はアラブの大義のために、つまりお前達のためにイランと戦い、

莫大な国費と尊い人命を注ぎ込んだ、それなのに借金が残っているという。借金

は棒引きだ、それがアラブの兄弟愛というものだ、というイラクの言い分には相

応の理がある。しかし、奇妙なのは戦争が終わった後もイラクが軍備拡張を続け、

借金を重ねて中東随一の軍事大国をつくり上げたことであった。代理戦争を戦い

抜いたイラクに最高の敬意を払ったのに、それがあだとなって軍靴と戦車で踏み
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にじられてしまったのでは、小国ならずとも天を仰がざるを得ない。

　一方のイラクにすれば、ともかく南のペルシャ湾に良港が欲しかった。この

国のやみがたい「港への渇き」は、石油が出た時からの野望であったろう。それ

は、初代ファイサル国王以来の念願となり、1958年王政を倒したカセム将軍は

クウェート併合を策謀するが、宗主国イギリスに妨害されたばかりか、61年ク

ウェートは独立させられてしまった。ついに 1980年、フセインは、シャトルア

ラブ川の権益拡大を狙ってイランに戦争を仕掛け８年間の悪戦苦闘の末、幾分か

はペルシャ湾への展望を広げることができた。しかし、フセインがそれで満足す

るはずもなくクウェートに侵攻した。侵攻したのは悪いに決まっているが、盗っ

人に三分の理を探してやれば、その遠因は近代欧州の帝国植民地主義にある。

　アラブの人たちは、現在の中東の国境線は欧州列強がアラブの地に自分たち

に都合よく、つまり勝手に人工的な線を引いて決めたものだと考えている。「イ

エメンのシバの女王がエルサレムにソロモン王を訪ねた昔から、彼らは旅券とか

ヴィザとかいう面倒なものなしに自由に砂漠を往来した。彼らの行動を規制する

のは国境ではなく、雨や霧という自然条件なのであった」　（牟田口義郎『石油に

浮かぶ国』）。それを無視され、勝手に国境がつくられた。しかもそれは、英国の

植民地支配の原理、「分割して統治」によるものであった。一衣帯水ならぬ帯砂

ともいうべき地に国境線を引いて、イラク、クウェート、サウジアラビアに分割

したのも英国であった。あまつさえ、イラクにペルシャ湾の良港を与えず、湾奥

にクウェートを建国、分割して支配した。かくして、イラクのペルシャ湾への出

口は文字どおり、ネコの額ほどもなくなった。イラクは、三分の理に訴えてペル

シャ湾に出ようとした。そのうえその近くには大油田もある。フセインは、それ

を最も拙劣な方法で奪おうとしたのであった。

　しかし、それを世界は、とくにアメリカは許さなかった。許されるはずもなかっ

た。困ったフセインが持ち出したのが、「アラブの大義」であった。領土が欲しかっ

ただけなのに、これは何という牽強付会であろう。しかしまた、この世紀の大詭
き

弁
べん

のなかにみられる歴史の重み、この地が揺れ動く度に聞かれる「アラブの大義」

という言葉の響き、これはなかなかのものである。

　国は大きければいいというものでもなかろうが、世界に覇を唱え国を富ますに
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は大きいなりのメリットはある。イスラムは、中世から近世にかけて四度も大帝

国をうち建てた。ウマイア朝アラブ帝国を経て８世紀中葉には現在のアラブ圏に

イベリア半島、イランを加えた大判図をもつアッバース朝サラセン帝国をつくり

あげ、バグダッドに首都をおいた。バグダッドはおよそ 500年間東方世界の帝都

として光芒を放ち続けた。このあと、セルジューク朝、オスマン朝と非アラブ系

ではあるが大帝国をつくりあげる。この間、モンゴルに蹂躙された時期もあった

が、10世紀にわたって世界の一角に覇を唱えてきた。近世、欧州列強の餌食になっ

て歴史の表舞台から消えていったが、イスラム世界が過去の栄光を取り戻そうと

するのは歴史の必然であって、そのためにアラブ民族は大同団結しなければなら

ない、というのが「アラブの大義」の第一である。その背景にあるのは、ルネサ

ンス以前イスラム世界が西洋に対して文化的にも軍事的にも優位にあったという

歴史的な思い入れと、そのあと西洋に植民地支配されてきたことへの怨念がない

まぜになった、コンプレックスとも憎悪とも言える民族的敵愾心である。

　それに輪をかけるようにアラブ社会を苛
い ら だ

立たせるのはイスラエルの存在であ

る。それが古くからあったというのならともかく（イスラエルにすれば前 10世

紀にはソロモン王ヘブライ王国であった）、1948年それまで住みついていたパレ

スチナ人を追い出して建国された。しかも、４次の中東戦争の度にアラブ世界を

嘲弄するかのように強大な軍事力を見せつけ、アラブ人から土地を奪って我が物

顔に居座り続けている。イスラエルの後ろには憎っくき西欧、そして米国がいる。

アラブにすれば許される存在であるわけがない。いつしか「イスラエルの存在を

許してはアラブの統一はなし」という共通理念がアラブ世界に根付いていった。

　このようにして、アラブ統一とパレスチナ問題は不可分のものとなり、数百万

人ともいわれるパレスチナ難民をパレスチナの元の地へ帰すこと、すなわち「パ

レスチナ解放」が「アラブの大義」の第二の柱となった。

　このアラブの民族運動の高まりはイスラム世界を覆い尽くし、民衆のなかに燎

原の火のごとく燃え盛った。1953年エジプト、58年イラク、62年イエメンと、次々

に王政が倒れていった。これら王室が欧米列強の傀
かいらい

儡となり、国際石油資本の走

狗となっていた以上、当然の帰結であったろう。

　このアラブ統一運動に行き詰まりがみえたころ、その間
かんげき

隙を縫うようにして起
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こったのが、1979年のイラン革命に象徴されるイスラム原理主義のうねりであっ

た。西洋文明を諸悪の根源であるとし、イスラムのシャリーア（律法）を絶対と

するこの運動は、富の分配のありかたを問う形で湾岸君主国を震え上がらせた。

このアラブ民族主義とイスラム原理主義は、アラブの王様にとっては前門の虎、

後門の狼であって、危険思想この上ない。イラン・イラク戦争は、この虎と狼の

死闘であった。湾岸の王様とすれば共倒れになることを願ったかもしれないが、

当面、同民族のイラク支援で革命の余波を防がざるを得なかった。それがこのあ

とイラクから攻め込まれてしまったことについては不測というしかない。

　攻め込んでいったイラクを国際社会は見逃してはくれなかった。ただちに米軍

を主力とする多国籍軍が組織され、国連安保理の武力行使容認決議を後ろ盾に、

91年１月 17日イラクへの空爆が開始されて湾岸戦争が始まった。２月 28日ク

ウェートからイラク軍が敗走し、戦闘は停止された。わずか 50日余りの出来事

であった。あまりに鮮やかに勝ち過ぎたために、世界は勝者に冷たく接し、米国

民は戦争に勝利したプッシュ大統領を選挙で引きずり落とした。

　まず敗戦国となったイラクはもちろん、獅子の分け前に与
あずか

ろうとした反イラク

のアラブの民といえども、フセインのいわゆる「アラブの大義」がローカルのテー

マに貶められたことを知って、虚脱感に陥った。さらにアラブ・イスラム社会の

大衆の胸には、長く拭いがたい痛恨と怨念が残された。受けた傷は、同胞が西欧

の在庫一掃とも思えるハイテク兵器の実験の対象にされた怒りばかりではない。

20世紀のアラブ民族主義運動に見事なまでにとどめが刺され、五千年にわたる

悠久の栄光に満ちた歴史が地に墜ち、再び「アラブの大義」を語る機会すら奪わ

れた挫折感、精神的閉塞感、さらには聖地の守護者たるべきサウジアラビアに米

欧の軍隊を呼び入れた、そうせざるを得なかった屈辱感、これらの感情がイスラ

ム原理主義に結び付いて、民族自決運動、テロリズムの温床となった。

　一方のアメリカの味方にも妙なしこりが残った。自らが指導育成した軍隊が鉛

の兵隊ほどの力もなかったことを知らされたうえに、１ルーブルも一兵も送らず

して最後に時の氏神を演じようとして米国に拒絶されたソ連の敗北感、矛と盾を

両方売って儲けようとした楚の男よろしくマッチポンプの道化と嘲られたフラン

スの脱落感、一国平和主義の呪文を唱えることに終始し「小切手外交」と罵られ
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た日本とドイツの無力感、そして第 2次大戦このかた、地域紛争に米国など大国

に武力介入を許し多くの民を殺されたアジアや第三世界に渦巻く憤り、一人勝ち

にはしゃぐアメリカを眺めながら、世界はしらけてそっぽを向くしかなかった。

　歴史の新しい米国人の行動が率直で単純明快で分かりやすいのと比べて、古

い文明のしがらみに執着する旧大陸の人々の行動が屈折するのは仕方がないが、

ブッシュ一世は、クウェートが仮に「無価値な砂漠」であったとしても、イラク

の侵攻を許さなかっただろうか。クウェートが原油の宝庫であり、それを守るの

が米国の石油戦略上国益に適っているから、というのは下
げ す

種の勘ぐりだったのか。

91年の大統領一般教書には湾岸戦争に言及して「これだけは言える。我々の目

的は正義に適っている。倫理に則している。そして正しい。未来の世代に我々は

義務に忠実だった、と言われるようになろう」とある。果たしてそうであったのか。

　確かに、19世紀後半のローマ法の権威であったドイツ人イェーリングの『権

利のための闘争』　（村上淳一訳）に次の一節がある。「その一方が他方から１平

方マイルの無価値な荒地を違法に取り上げたとしよう。被害国は戦を始めるべき

か。（中略）このような権利侵害を黙認する国民は、自己に対する死刑判決に署

名するようなものだ。隣国によって１平方マイルの領土を奪われていながら、膺
よう

懲
ちょう

の挙に出ない国は、その他の領土をも奪われてゆき、ついには領土を全く失っ

て国家として存立することをやめてしまうであろう。そんな国民は、このような

運命にしか値しないのだ」。さらにイェーリングは言う。「盗品を返した泥棒は釈

放すべきだ、ということにはならない」。なるほど、アメリカは小国クウェート

になりかわってイラクの膺懲に空から地上から、まっしぐらに突き進んだ。

　こうして、「アメリカの正義」は貫徹された。しかし、荒廃したクウェートの

復興に際し真っ先に修復されたのがジャビル首長の住居となるバヤン宮殿で、庭

の噴水、大型発電機、金メッキと大理石のトイレまですべてが復元されたこと

を知った世界の人々は、唖然とするしかなかった。この戦争の大義はどこにあっ

たのか、そもそも原状回復されるべきクウェートなど米国が普遍的絶対的文明と

確信してやまない民主主義とは無縁の国ではなかったのか。クウェートは一握り

の「第一級市民」が外国資本と結託して石油の富を独占し、人口４割のクウェー

ト人が６割の出稼ぎ労働者を顎でこき使う現代の「奴隷制国家」ともいうべき
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国であり、民主化を求める勢力を弾圧し続けた国であったはずである。もともと

「1961年６月のクウェート独立は、アラブ兄弟国からそれほど祝福はされなかっ

た。その余りの富裕ぶりが兄弟達をねたませたからである。カイロの有力紙は、

かつてクウェートの富はアラブの大義のために使われたことがなかった、と書い

てクウェートの独立に冷や水を浴びせた」　（牟田口義郎『石油に浮かぶ国』）。「ク

ウェートの原油は、米、シオニストのためでなく、アラブ全体のために使うべき

である。石油によって築かれた富も同じである。クウェートはこれまでアメリカ

の利益確保のための植民地だった」　（90年８月５日ヨルダン外相の発言）。

　この二つの文面を読み合わせると、クウェートという世界有数の金満国家が独

立後 30年たってもアラブ社会から浮き上がった存在で、米国の“いい子”であっ

た事実は隠しようもない。だからといって、クウェートの石油や富がアラブ全体

のためにのみ使われるべきで、そのために、フセインがクウェートの油田を占領

し、自国の油田と合わせて自由世界の 25％の埋蔵量を支配し油価決定の主導権

を掌握する、という石油覇権主義が許されていいはずはなかった。

　世界の石油覇権国アメリカが、これを許さなかった。それは米人ドレイクが世

界初の石油採掘を始めて以来、この国が石油を国家戦略物資のトップに掲げ続け

たことに照らし合わせれば自明である。そもそもアメリカが１万数千キロの彼方

のペルシャ湾岸に大軍を派兵した真の理由は、国際正義の美名は表看板でしかな

く、そこに石油があったから、と解釈するのが自然であり、岩手県より少し大き

い国がただの砂漠であったらどうであったかと考えるのが普通である。石油は世

界経済を動かす血液であり、中東はまさにその血液を供給する心臓部である。そ

こにバグダッドの盗賊が突如現れ、「石油の富はアラブ人のものである」といっ

て価格決定権を一手に掌握しようとした。これは、石油は人類すべての共有財産

であるという見地からみても、世界全体の利益に対する重大な侵害であるし、そ

れよりなにより、これは米国の国益に反する、ということになったに違いない。

　湾岸戦争は、即物的にいって「石油戦争」であった。アメリカはこれに勝った。

あまりに見事に勝ちを収めたために、「資源確保のために武力を行使するという

考えは、かつて日本がアジアを侵略したのと同じで、帝国主義の植民地支配の論

理」　（作家・立花隆氏）であり、「湾岸戦争における米国の真の目的は中東にお
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ける石油資源を独占し、冷戦後の世界で経済競争の強敵である欧州や日本に対し

圧倒的優位を得るための“新植民地主義”に基づくものだ」　（ソ連プラウダ紙）

といった非難がわき起こった。その非難には、米国の勝利が世界全体の経済的

負担によってなされたものという意味もこめられていた。この戦争は国連議決が

あって始められたから、戦費の国際負担は当然であろうが、一方で、世界一の軍

事大国といえども同盟国の財政支援なしには戦争を遂行できなかったという現実

があった。古来、戦争は当事国の財政の許す範囲内でしかなされなかったし、ゆ

えに国民に大きな財政負担を強いるのが常であった。それがこの戦争では、アメ

リカは増税なしに高額のハイテク兵器を思う存分使えた。それはそういう仕掛け

を国連という場に作り出した米国の国際政治における勝利ということであったろ

うが、国連決議という言葉に呪縛されたかのように 130億ドルを拠金し、それを

国民に増税という形で負担させた日本ほど奇妙な存在はなかった。しかも、戦争

が短期間に終わって戦費の収支を清算すると米国の手元に丁度それくらい残った

というから、奇妙を通り越して滑稽ですらあった。それでいて一兵も出さなかっ

た日本に対する敬意を失った米国民が増えていると知って、日本人は情けなくも

落ち込んでしまった。せいぜい「アメリカには自分の金で戦争できない奴が大き

な顔をするなと言いたい」　（作家・立花隆氏）と毒ずくしかなかった。

　ところでいったい、アメリカは湾岸戦争に果たして勝利したのか。フセインは

生き残り、イラクは以前にもまして軍備拡張に走り、ハリネズミが恐竜にも化け

かねない状況を作り出した。それもまことに奇妙なことに、これに手を貸したの

が死の商人ともいえる兵器生産・輸出国の先進諸国であった。イラクは、これら

の国から原料供与を受けて化学兵器を作り出し、最新鋭の欧州製兵器で重装備し、

大量破壊兵器の存在すら疑われる軍事大国、中東における一大要塞になった。そ

の銃口の向いた先は世界の経済を動かす大油田であり、最終はまごうことなくア

ラブの中の欧米、イスラエルであった。ヨーロッパは自身で売りつけた兵器の前

で兢兢とし、米国はフセインを取り逃がしたことに地団駄を踏むことになった。

　ともかく石油の奪い合いは、国家間の争いの種になる。そもそも、石油がなけ

れば戦争はできない、石油が優れて戦略商品であることをいちばんよく知ってい

たのは結局アメリカであった。それはアメリカの石油の歴史が教えている。
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＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　アメリカの石油の歴史が、1859年のペンシルベニアに始まったことは前に述

べた。資本主義の歴史は暴落の歴史であるといわれるが、石油の歴史こそまさ

にそれに相
ふ さ わ

応しい。タイタスビルに群がった山師たちが一握りの土地に大金を投

資し、それを回収すべくできる限り早く地下から油を掘り出して現金化しようと

すればするほど、原油価格は低落した。翌年の 1860年にはバレル 20ドルから２

ドルに下落し、翌年勃発した南北戦争の戦需景気で 14ドルまで回復したものの、

終戦となるやただの 10セントになってしまった。10セントでは石油を入れる木

樽の方が高いという笑えぬ結果となった。つまりは、石油はカネになるが根源

的価値をもつ金
きん

とは違うという決定的事実を、山師たちは看過していた。ゴール

ドラッシュさながらに雨後の笥のごとく林立した多くの油井が倒れていった。破

産していった会社のなかには世界で初めて石油の井戸を掘ったあのドレイクもい

た。哀れドレイクは失業し、タイタスビルの保安官として糊口を凌いでいたが、

それも長続きせず 1880年貧窮のうちに世を去る羽目になる。

　こうして石油産業における個人企業の時代は終わった。油田発掘のたびに生ず

る過剰生産を調整したり、供給不足時に在庫を放出して市況を安定させたりする

には、個人の力では弱すぎた。時代はもっと大きな資本の力を必要としていた。

　ドレイクが石油を初めて発掘したと同じ 1859年、ジョン・D・ロックフェラー

は仲買会社を設立、南北戦争の風雲に乗じて軍需物資で大儲けし、62年オハイ

オ州クリーブランドに製油所を操業して石油産業に乗り出した。「石油帝国」エ

クソンの起源であった。1870年オハイオ・スタンダード石油会社を設立、鉄道

会社と密約を結び、「残酷無比な競争廃絶手段」といわれた差別運賃や運賃割戻

の特典を利用して競争企業を次々に買収し、事業を拡大していった。1879年、

彼は傘下の企業 30社とトラスト契約を結び、83年までに全米石油の９割以上を

購入・輸送・精製・販売する独占企業に仕立て上げた。

　しかし、ロックフェラー帝国はその後、内外から競争を挑まれる。まず、19

世紀末から 20世紀初頭にかけてスウェーデンのダイナマイト王、ノーベル３兄

弟が開発したロシアのバクー油田からの石油が、洪水のように欧州に流れ込んで

きた。折から、欧州では船舶用および自動車用燃料の需要が急伸しており、ロッ
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クフェラーのスタンダード会社は、このノーベル兄弟、さらにロスチャイルド

家、米・ロの独立系企業と市場の覇を競った。争いは常に価格競争であり、し

かも激烈を極めた。一方、米国内では、強力なライバルが出現していた。1901

年、20世紀を迎えた年、「世界で最も有名な油井」スピンドルトップ油田が発見

され、米国石油業の中心となるテキサスに石油産業が誕生した。この年は、中東

で米国と石油の覇権を競うイギリスがイランで石油開発に乗り出した重要な年で

あるが、それは後に述べる。いまはアメリカはテキサスの話、ここにテキサコや

ガルフが生まれ、この時点でスタンダードの石油独占は終わりを告げるのである

が、これを決定的にしたのは 1907年のロイヤル・ダッチ・シェルの登場であった。

同社は英蘭２国の国籍をもつ世界最初の多国籍企業であり、世界各地で産油・精

製・輸送・金融の事業を展開する超国家企業となって、スタンダードに対抗した。

　ところが、この時代の雰囲気はスーパー大企業にとっては好ましからざるもの

になりつつあった。経済の自由放任主義に厳しい目が向けられてきたのである。

世論が数多くの大企業トラストに反発し始めた 1890年、米国の独占禁止法であ

るシャーマン法が生まれ、諸州問および外国との取引制限・独占を目的とする契

約・結合・共謀をしてはならないことが決められた。この法律によって 1911年

スタンダード石油は 33の会社に分割されてしまう。こんどは、かつての身内同

士での競争が始まった。

　第１次大戦によって液体燃料時代の到来は確実なものとなったが、同時に石油

の生産力も飛躍的に増大した。大戦後の石油産業の主要課題は、供給不足ではな

く過剰生産をどうやって回避するかになった。そのためには国際競争を制限する

協定が必須であった。そして登場するのが、これも後述するが「レッドライン協定」

と次に述べる「アクナキャリー協定」である。いずれも 1928年に締結されてい

るが、前者は旧トルコ帝国の領土を大まかに赤い線で囲ってメソポタミアの石油

利権の管理分配を策したものであり、後者はスタンダード・ニュージャージー、

ロイヤル・ダッチ・シエル、アングロ・ペルシャン（現在の BP）のビッグ３が

国際石油カルテルの結成を目論んだものであった。

　先に石油は暴落の歴史であると書いた。当時の世界の石油情勢は慢性的に供給

過剰の状態にあり、需要不足から石油会社は生産施設の閉鎖、販売の過当競争を
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繰り返していた。この悪循環を断ち切らなければ経営が成り立たない、価格競争

によって市場を奪い合うマイナスをさとった石油会社が生産調整のための協定を

考えたのは、経済人として至極当然の行動である。当時の 1927年時点において、

この乱世を生き抜いて残ったのは先に述べたビッグ３で、この３社で世界市場

シェアの過半を占めていた。この３大石油会社の首脳が、中東の石油利権を確定

させた「レッドライン協定」を締結した勢いをかって、その 2ヵ月後こんどはイ

ギリスのアクナキャリーに集まり、秘密協定を結ぶ。その内容が明らかになった

のは 1952年といわれているから、極秘中の極秘といったものであったに違いな

い。その協定の基本精神は、「アズ・イズ」（as is）協定と呼ばれるように“現状

維持”にあった。現在の営業規模をお互いが尊重し、増産するときはそのシェア

をもとに配分するといういわば数量割当制であった。

　もう一つが価格問題のルールであるが、この局面で米国石油資本のしたたかさ

の真骨頂が発揮された。石油価格は生産費に対応して決定さるべきものにあらず、

ある基準となる消費地域における価格をもって決められるべきであるという。そ

の基準となる地域はどこか。それは米国メキシコ湾岸のガルフ・コーストである

というのであるから、世の中には知恵者がいたものである。当時の米国の原油採

掘コストはすでに最高水準にあったため、国内の石油企業を保護し価格水準を維

持するためには最良のシステムであった。例えば中東での生産コストがどう安か

ろうと、ガルフの決められた価格から中東・ガルフ間の海上運賃を差し引いたも

のが中東の生産コストである、ということになる。この方式によれば、米ニュー

ジャージー・スタンダードにとっては高価格を維持し高利潤を得ることができる

し、シェル、BPにとっては、自分のイラン、ベネズエラなどコストの低い石油

を米国の決めた高価格で販売できることになることから、決して悪い話ではない。

つまりは、ビッグ３いずれにも巨大な利益を生み出す魔法の仕掛けであった。自

由競争の観点からは許しがたい協定ではあるが、のちにガルフ・プラス方式と称

されるこの価格決定方式こそ国際石油カルテルの面目そのものであった。

　このアクナキャリー協定は、中東の利権獲得または生産調整を目的としたレッ

ドライン協定とその精神において共通したところがあり、第１次大戦後の油余り

に石油会社がいかに腐心してきたかが分かる。アメリカは、当時すでに世界第１
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の石油産出国ではあったが、この自国にきわめて有利な条件をもつ協定を他の２

社に無理強いする形で取り決めたことで、その後の中東地域への進出の基盤を築

く大きな決定力をもつことになった。

　しかし、少数の大資本がこのような協定で世界の石油市場を支配しようとす

るには、時代が悪すぎた。米国はもちろん、中東でも大油田の発見が相次ぎ、石

油価格は需給の法則に忠実に下落していった。それに協定締結直後の 1929年の

大恐慌がこれに拍車をかけ、30年には米国の石油需要が、史上初めて低下した。

さらに決定的な事件は、ハリウッド映画『ジャイアンツ』で有名な 30年 10月の

東部テキサスにおけるダッド・ジョイナーの大油田発見であった。数マイル四方

に聞こえる爆発音とともに数百フィートの高さにまで油と泥が噴出する中を発掘

者が転げ回っているうちに、相場は底抜けとなった。テキサスとカリフォルニア

などの間に過激な販売競争が始まり、価格はバレル 1.30ドルからたったの５セ

ントにまで下がった。ちなみに当時の水は 10セント以上したという。

　さしもの石油資本も音を上げ、行政の介入を仰いだ。1932年テキサス州議会は、

テキサス鉄道委員会に対し市場需要に見合う生産割当を行う権限を与えた。生産

調整で価格を安定させようとする試みであったが、そうこうしているうちに第 2

次大戦が始まり、過剰生産は解消された。このあと国際石油資本は、OPECが台

頭するまで長い繁栄を謳歌することになる。

　米国の石油産業は、世界に先駆けて石油事業に着手し、多くの修羅場をくぐり

抜けることで莫大なノウハウを蓄積していった。世界に張り巡らしたネットワー

クから細大漏らさぬ情報を吸い上げ、世界の各地で幾多の事業を展開する。もち

ろん国家あげての大事業であり、石油は、最高の国家戦略となった。

　かくして、アメリカにとって、「石油は国家なり」であり続けた。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　石油を語るときに中東はかかせないし、中東は石油なしでは語れない。

　そもそも地理上ミドル・イースト、中東とはいかなる概念をもつのか。辞書には、

東はアフガニスタンから西は北アフリカ（マグリブ）の大西洋岸に至る地域とあ

る。さらにヨーロッパ、とくに英国からみた東方世界を区分する地域概念と注釈

がつく。つまり、大英帝国にとって、植民地時代の「東」はインドであり、それ
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よりはるかに遠い日本のあたりは「極東」、インドより近いバルカン半島の辺り

が「近東」であった。英国が第 2次大戦中エジプトのカイロに「中東司令部」と

いう名前の軍事拠点を置いたことから、この「中東」の呼称が定着したという。

　近いとか、遠いとか、中くらいとか、つまりはイギリスが勝手に付けた呼び名

であるが、古くは中国はインドシナなど南海の諸国を南蛮と蔑称していたし、中

世から近世の日本も、シャム、ルソン、ジャワなど南洋諸島をそう呼んでいた。

ポルトガル、スペインも南蛮であったから、目くじらたてるほどのことでもない。

　その南蛮のポルトガルは当然南方から日本にやってきた。話は急に時代を遡る

が、1494年、スペインとポルトガルは史上有名な「トルデシーリャス条約」を

結んだ。この両国間には海外の領土の帰属を巡って争いが絶えなかったので、ロー

マ教皇の仲介でお互いの勢力範囲を決めることにしたのである。「両国はたがい

の競争をさけるため、地球を一個のリンゴでもあるかのように（なんと壮大で無

法なことか）二つに割って、その一つずつを“領有”することにした」　（司馬遼

太郎『街道をゆく』南蛮の道Ⅱ）。大西洋上を通る子午線（西経 45度付近）を境に、

東側をポルトガル、西側をスペインがとる。これによってポルトガルは 1500年

カブラルがブラジルを発見して自国の領土とし、踵を返してそれ以東のアフリカ

沿岸からインド洋、モルッカを経て香料諸島に至り、アジアに進出した。ゴア、

マラッカを拠点に植民地経営を行い、ついに 1543年薩摩の種子島に鉄砲を伝え

たが、それはここの主題ではない。一方のスペインは北アメリカから南米の西側

を頂き、翻ってルソン島に到達するが、それもさておく。

　ともかく大航海時代と呼ばれる 15，16世紀、この両国は熊手でかっさらうが

ごとく世界の富、財宝をかき集めたが、問題は当時の中東はどうなっていたかで

ある。もちろん石油の話ははるかにくだって後のことである。ポルトガルの交易

の大宗は香料であった。ポルトガルはペルシャ湾西岸のバーレーンに良港を得て

これを支配していたが、香料は海路で直接ヨーロッパに運び込んでいた。ペルシャ

から陸路、地中海を通って欧州に運ばれる従来のシルクロードも健在であったが、

ここはオスマントルコの支配下でアラブ商人の縄張りであった。

　当時の中東をみれば、セルジュク朝は疾
と

うに 12世紀半ば滅んでいたが、小ア

ジアには多くのトルコ族が定着し、1299年にはトルコ族のオスマンがオスマン
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トルコを建て、14世紀から領土拡大に乗り出していた。そして 16世紀の中葉に

は第 10代スルタン、スレイマン一世が君臨し全盛期を迎える。1538年プレベザ

の海戦でスペイン・ベネチア・教皇の連合艦隊を破って地中海の制海権を握り、

ウィーンを包囲するまでの勢力を示した。つまり、いまだに石油の存在など知ら

れることもなく、中東の近辺はトルコ人の跳梁するところであった。

　ポルトガルにとって中東などどうでもよく、スペインとともに抑えていた東西

への海の道を通ってせっせと香料などを運んでいればよかった。一方、16世紀

後半の新興毛織物工業国オランダ、イギリス、フランスの３国にとっては貿易の

道をどこに定めるかは大問題であった。イギリスにいたっては北上して中国に達

する北方航路の開発に躍起となったほど、世界の海はスペイン・ポルトガル両国

に制圧されていた。1571年スペインのフェリペ二世が、レパントの海戦で西欧

として初めてオスマントルコを破り、アルマダ（無敵艦隊）の盛名が轟いた。こ

の辺りがスペインの頂点であったろう。1581年にはオランダがスペインからの

独立を果たし、1588年ついに無敵を誇ったアルマダがエリザベス一世の英国艦

隊に破れて、スペインは制海権は失い、世界史から退場した。

　この間隙を縫っていち早く世界の海に乗り出したのが、重商国家オランダで

あった。1595年にはジャワに進出、東南アジアへの拠点を築く。1640年、マラッ

カを奪いポルトガルの勢力を一掃、ついにドル箱の香料諸島を支配下においた。

「ポルトガル人は、むろんただでインド人から香料を手に入れたわけではなく、

銀や銅で支払った。その仕入れ用の金などは、アントワープで買った。英国の毛

織物商人が汗を流し、ポルトガルの冒険商人が九死に一生を得て帰ってくるのに、

アントワープの大商人は、机の上で金儲けができた。（中略）小さな国土しかも

たないオランダが、欧州一の商業的繁栄を築いたのは、船という海上の“領土”

があったからだった」　（司馬遼太郎『街道をゆく』オランダ紀行）。重商主義の

勝利であった。オランダが香料諸島を支配したことによって、イギリスは関心を

東南アジアから逸
そ

らさざるを得なくなり、その西にあるインドを目指す道、つま

り中東の確保を至上命題とするしかなくなった。

　イギリスも敢えてゆっくりしている訳ではなかった。1600年には女王の許可

が下りて東インド会社が設立され、いよいよ東方への道に乗り出す。オランダと
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の競合を避けたイギリスは、インドから中東に至るルートを探ろうとした。まず、

ポルトガルがペルシャ湾口のホルムズに築いていた要塞を攻撃、ときのペルシャ

王アッバース一世と協力して 1622年に奪還、占領し中東への足掛かりを確保し

た。このころを世界史的にみれば、日本は徳川家康が死んで鎖国にかかろうとい

う時期、アメリカにいたっては、102人のピューリタン（清教徒）がメイフラワー

号で英国を脱出したのが 1620年、ようやく建国が緒につこうとしたばかりであ

る。こういう時期にイギリスは中東支配にかかろうとしていた。まずはペルシャ

である。時の王朝はサファビー朝であった。

　ペルシャの歴史は栄光と屈辱に満ちている。前６世紀イラン高原に興ったアケ

メネス朝は、BC525年カンピセス二世のとき、全オリエントを統一して史上初

めての大帝国をつくった。東のギリシャと地中海の覇権を争って三度も戦い、前

330年アレクサンドロス大王の東方遠征で滅亡するまで未曾有の版図を誇ってい

た。それにもまして、この王朝の遺産がオリエント文明としてギリシャやロー

マに受け継がれ、中世ヨーロッパルネサンスの淵源となったことほどイラン人の

自尊心を満足させる事象はあるまい。くだって 226年、アレクサンドロス大王の

後継国パルティア（安息）を滅ぼしてササン朝ペルシャを建国、ホスロー一世の

治世下全盛期を迎えた。しかし、この並ぶものなき偉大さで光り輝いた王朝も、

642年コーランと剣を持ったアラブ人にあっけなく滅ぼされてしまった。文明国

ペルシャ人にすれば、砂漠で略奪を生
なりわい

業としていた野蛮人に等しいアラブ人に侵

入され、国教であったゾロアスター教から新興のイスラム教に改宗を強いられた

揚げ句、前ウマイア朝に組み込まれてしまったことは、民族最大の屈辱であった

に違いない。まさに「イランの栄光がイスラムの栄光に優先する。ペルシャ人は

常にイスラム教徒だった訳ではない」　（マルク・フェロー『新しい世界史』大野

一道訳）。その後、アッバース朝サラセン、セルジュク・トルコ、元、ティムー

ルなどに侵冠され、概して異民族の支配下にあったが、16世期初めにサファビー

朝が興って時代が変わった。

　このサファビー朝にとりいったのがイギリスである。ホルムズ島の対岸ペル

シャ領のバンダル・アバスに商館を設置することを願い、許されてペルシャ湾の

覇権を一手に握った。この地はペルシャ湾の喉元に当たる要衝で、遅れてオラン
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ダ、さらにはフランスまで商館の建設に乗り出した。しかし、この時点でオラン

ダはすでに英国の敵ではなかった。中継貿易が主体の重商主義では、もの作りの

産業革命が芽生えていたイギリスにかなうはずもなかった。1651年、英クロム

ウェルは、オランダ船排除のため「航海条例」を発し、交易商品の輸送を英船か

生産国の船に限定する手段に出た。オランダは、３次にわたって英蘭戦争を戦う

が、いずれも打ち負かされた。北米にあっては拠点ニューアムステルダムがニュー

ヨークに改名され（1664）、ペルシャ湾からは駆逐されて檜舞台から消えた。

　英国にとって、東方に残る勢力はフランスだけになった。フランスはインドに

進出すべくムガール国王に接近するが、1757年プラッシーの戦いでベンガル土

候軍と組んで英軍に敗退、インドから撤退し、大英帝国の繁栄の源となったイン

ド支配を許してしまった。さらにフランスはエジプトでも英国にしてやられた。

ナポレオン１世が 1798年エジプトに侵攻し、イギリスの中東における権益を脅

かそうとするが、海軍が英ネルソン提督の艦隊に敗れ失敗に終わる。

　こうしてすでに産業革命を成し遂げ工業立国に成功した英国が、最終のナポレ

オン戦争に勝利し、世界の覇権を握った。世界史は大英帝国を中心に動きだした。

原料素材を輸入し製品を輸出する典型的な資本主義国家にとって、最も重要なこ

とは植民地経営であり、それを支える海軍力であった。「なによりも、地球上に

ちらばる植民地群を結びつけるために大海軍が必要だった。植民地内部に威圧を

あたえ、それを他から防衛し、本国との連絡を保ち、また大洋を往来する商船隊

を護衛せねばならなかった。このことは、植民地を持たなかった国の想像を絶す

る規模の出費だったろう」　（司馬遼太郎『街道をゆく』愛蘭土紀行Ⅰ）。この植

民地経営の膨大な出費を賄うための石油は、まだものにはなっていなかった。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　この時期、英国にとってコメビツとなる最重要の地域はインドであった。そし

てインドの植民地経営を円滑に進めるために必要なことは、イギリスとインドを

結ぶラインの航路の確保であった。とくに、ペルシャ湾の安全確保は、英国にとっ

て至上命題であった。それには大海軍を配備すると同時に、この湾岸に住む人た

ちとうまくやることである。イギリスの懐柔策は巧妙を極めた。

　当時、物資輸送の最大の障害になっていたのは、ペルシャ湾に出没する海賊船、
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それも対岸のアラブ人が乗り込む海賊船であった。あるときは伝統的なダウ船で

襲い、あるときは英国の大型商船を奪ってこれに大砲を装着し、大船隊を組んで

イギリス船に襲いかかった。このため、このアラビア半島沿岸は「海賊海岸」と

呼ばれて恐れられ、ついに英国の大海軍が出動するところとなった。イギリスは

1819年、ペルシャ湾にインド洋艦隊を送り込み、海賊アラブの拠点ラス・アル・

ハイマの要塞を攻撃、占領した。敗れた首長たちは海賊行為の停止を約束させら

れたうえに、この約束順守の監視ということでイギリス海軍の常駐を認めさせら

れた。さらには、部族間の抗争に介入した英国に、1853年休戦協定を結ばされ

た。これ以降これまでの海賊海岸は、「休戦海岸」と呼ばれるようになる。そし

て 1887年、休戦海岸の首長たちは、英国以外の国といかなる外交・条約関係も

もたない、領土や特権も与えない、その見返りにひとたび外国の侵略があれば英

国が撃退、独立を保障するという約束をさせられた。つまり、このアラブの首長

たちは、おろかにも自らがしでかした海賊行為のために、イギリスから保護の名

目で支配される愚を犯してしまったのである。

　英国は、ほかの湾岸諸国も同様の手口で籠絡していった。バーレーンのハリー

ファ家とはマスカットの侵略の脅威を、クウェートのサバハ家とはオスマントル

コからの独立話を餌に、アラブ首長国のシェイクたちと同様の「永久休戦協定」

を結んだ。こうしてアラブの主だった部族長、首長を保護下においていった。

　一方の中東の大国ペルシャはどうであったか。前に述べたサファビー朝時代、

メソポタミアからアフガニスタンまで領土を広げていたこの国にとって最大の

脅威は、西方の強大なオスマン帝国であった。これに対抗すべく、バンダル・ア

バスに貿易港を築いたイギリスと友好関係を保ち、毛織物などの工業製品はもち

ろんヨーロッパの技術、とくに鉄砲などの兵器を輸入した。くだって 19世紀カ

ジャール朝となっていたが、この時期ペルシャにとっての脅威は、北のロシア・

ピョートル大帝の南下政策であった。これはインドへの道を生命線とするイギリ

スにとっても同様であったから、ペルシャに補助金や武器を供与して共同戦線を

張った。こうみると、イギリスはペルシャに対しては、対岸のアラブに対した時

とは違い、ときに慰撫し、ときに譲歩する政策をとっている。これはもしかしたら、

古い文明国に対する敬意からのことかもしれず、誇り高いペルシャ人の心を攬
と

る
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ことに成功したイギリスは、このペルシャで石油大国の礎を築くことになった。

　資本主義の興隆で「世界の工場」となって他国を圧したイギリスは、19世紀

ビクトリア治世から 20世紀にかけて、独占資本の赴くまま帝国主義の時代を迎

え、いわゆるパックス・ブリタニカを確立しつつあった。この時期、帝国主義の

海外植民地の標的にされたのがオスマントルコであった。さしものこの老帝国も

支配力が衰え、19世紀後半には、国土を英仏ロに侵食されていった。これに対

抗するため、トルコは帝国主義の後発国ドイツ・ウィルヘルム二世と組み、ベル

リン～ビザンチウム～バグダッドを結ぶ 3B政策に基づく鉄道建設を進めた。

　この間の 1869年、フランス人レセップスによってスエズ運河が開通し、紅海

経由でインド洋に出られるようになった。この運河の有用性は、インドへの道の

効率化を図りたい英国にとっては、測り知れないものがあった。1875年英国政

府はスエズ運河会社の株券をエジプトの財政難に乗じ買収、1882年フランスが

チュニジアを占領すると同時にイギリスもエジプトを占領、フランスをこの地か

ら追放した。1904年の英仏協商によって英国はエジプト支配を確定し、その 10

年後に正式に保護国としたのである。まさに「ヨーロッパ列強によるアフリカ分

割」を絵にかいたような分捕り合戦であった。イギリスにとってエジプトを支配

することは、インドへの道を確保するというだけでなく、世界の海を支配した英

国海軍が植民地経営の先兵となることを意味していた。インドのカルカッタ、中

東のカイロ、アフリカのケープタウンと３C政策を掲げて帝国主義を推進して

いった結果、最後にぶち当たった大金脈が中東の石油であったというのは、帝国

主義は収奪の構造であるとは言い条、まことによくできた話というべきであろう。

　話はペルシャで始まった。その前に古い話、この近辺では昔から石油が地表に

しみだしていることが知られていた。石油の層が若くて自噴力が強く、地層の裂

け目から地面に表出していたのである。その石油は、中東の海を行き交うアラビ

ア商人の乗るダウ船の防水や煉瓦を積む際の接着剤に使われていた。

　くだって近代、中東の石油開発に初めて登場するのは、英国の通信王として名

高い J・D・ロイター男爵である。ついでに言えば、20世紀初頭「大英帝国を支

える３本柱は海軍とポンドとロイター」といわれた。そのロイターは、1872年

財政難に陥ったペルシャ国王から地下資源の開発や鉄道建設などのインフラ整備
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などに関する包括的、独占的な権限を譲渡された。しかし、ロイターは石油の発

見には成功せず、失意のうちに 1899年世を去る。彼は生前、自分の墓碑に燃え

る松
たいまつ

明を彫り込ませ、そのうえを Ex Oriente Lux（光は東方より）というラテン

語で飾らせたという（牟田口義郎『石油に浮かぶ国』）。もとより、これは西欧の

イスラム文化への憧れを表したものであるが、このなかの光という言葉は当時の

世界に光り輝いていたオリエント文明を意味しており、ロイターは光を石油にな

ぞらえて自分の野望を墓石に託したものとされている。

　ロイターの遺志を継いだのは、オーストラリアで金鉱を掘り当て大富豪となっ

た英人ノックス・ダーシーである。まさに 1901年、ペルシャ国王からペルシャ

全土にわたる包括排他的な利権を獲得して、石油開発に乗り出した。20世紀の

幕開けの年が、イギリスが中東の石油を足場に石油大国に伸し上がるきっかけに

当たる年というのが極めて象徴的である。こうして始まったダーシーの石油開発

もすぐに資金不足に陥ったが、ここですかさず援助に乗り出したのが天下の英国

海軍であった、というから話はうまくできている。

　当時世界の海を支配していた英国海軍は、艦船の燃料を石炭から石油に転換す

ることを考えていた。1902年日英同盟を結んだ英国は、日露戦争に際し日本側

に立つ。ロシア本国を出航したバルチック艦隊は、日本に向かう海路で石炭を補

給するのに難渋した。当時の軍艦では自載の石炭で走れる日数はせいぜい 20日

間、世界の各地に寄港地が必要であった。しかし、世界の港は英国に抑えられ、

ロシアの同盟国フランスの抑える港にしか寄港できない。気息奄
えんえん

々で日本海にた

どり着いた時には乗組員に厭戦気分が漂い、戦闘意欲は失われていた。その日本

海海戦でバルチック艦隊が全滅した 1905年、イギリスはダーシーの石油利権シ

ンジケート会社に資金援助し、国家的プロジェクトとして石油開発に取り組むこ

とを決めたのである。石炭が石油より多くの点で劣位にあることはすでに航海実

験で確かめられていたとしても、それが日本海海戦で実証されたとすれば、東郷

平八郎の英国における名声もなんとなく首肯できるというものである。

　話はペルシャに戻って３年後の 1908年、開発にとりかかってから７年後につ

いに南部のマスジット・スレイマンで採算性の高い油田が発見された。翌 09年、

アングロ・ペルシャン石油会社が設立され、発掘事業がスタートした。石油精製
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工場、港までのパイプラインの敷設と資金需要は天井知らず、資金不足の危機の

つど英国海軍の援助が与えられた。折しもドイツとの間に建艦競争が起こってい

たのである。すでに世界最強の陸軍国となっていたドイツは、海でも英国の敵に

なろうとしていた。1911年海軍大臣に就任したチャーチルは、英国艦船のすべ

てを石油炊きにすることを決めた。石油の方が、スピード、加速性、航続距離、

補給から建造費にいたるすべての点で勝っていた。英国政府は、財政難にあった

アングロ・ペルシャンの株の 51％を購入し、取締役も派遣した。

　こうして、英国は帝国海軍の燃料庫を中東ペルシャに自から確保することがで

きたが、もう一つの石油の宝庫メソポタミアを放置するわけにはいかなかった。

このオスマントルコの支配する地域に石油の埋蔵量が豊富に賦存していることは

知れ渡っており、すでにドイツが触手していた。ドイツはいわゆる３B政策のも

とにトルコのサルタンからバグダッド鉄道の利権を獲得し、この鉄道の両側 20

キロの鉱業権も取得していた。英国のペルシャ石油発見のニュースは、メソポタ

ミアの地下に隠された石油の価値をいやが上にも高めることになった。英国政府

は、ドイツの独占を許してはならじとトルコ政府を脅しすかし、ついに開発会社

のトルコ石油にシェル系のアングロサクソン石油が 25％出資することを認めさ

せた。大成功であった。なぜなら、トルコ国立銀行の 35％は当然として、ドイ

ツの権益代表ドイツ銀行の出資を同等の 25％に抑え込んだからである。

　しかし、イギリスが大英帝国の所以たる力を見せるのは、ここからであった。

イギリスは、自国のアングロ・ペルシャンが排除されているではないかと言い募

り、異議を申し立てた。ドイツはやむなくバグダッド鉄道のバスラまでの建設を

認めてもらう代わりに、イギリスの石油利権を容認せざるを得なかった。このあ

たりが歴史の機微であるが、第１次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件の

わずか２週間前の 1914年６月、ロンドンにおいてトルコ石油の株式保有の割合

が決まった。内訳は、筆頭がアングロ・ペルシャンで 50％、シェル系アングロ

サクソン石油とドイツ銀行がそれぞれ 22.5％、その他５％であった。つまりは、

イギリス政府が 51％の株式を持つ国策会社アングロ・ペルシャン社が、メポタ

ミアの石油利権に関しても 50％の利権をもつということになったのである。16

世紀以来、古くから関わってきたペルシャとメソポタミアの地下から石油という
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宝物が湧きだしてきたが、これを我が物にすることは、イギリスにすれば植民地

経営でカネのかかった分、当然の見返りということであったに違いない。メソポ

タミアの利権獲得にいたっては、まるで出来の良い手品をみるような按配である

が、これこそが帝国主義の正体といったようなものであろう。

　この段階では、中東の産油地としては、ペルシャ、メソポタミアしかなく、世

界一の産油国アメリカも自国の井戸をせっせと掘っているだけであったが、やが

て起こる第 1次世界大戦が世界の石油事情、石油地図を一気に変えることになる。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　世界は帝国主義政策による植民地獲得競争の時代にはいっていた。先行する英・

仏とこれを追う独・伊・ロ、この両者の勢力バランスが均衡していれば、平和は

保たれる。しかし、新参のドイツが急速に力をつけ欧州第１の工業国になってく

ると、均衡は崩れ風雲は急を告げた。資源に乏しく、海外市場を英・仏に抑え込

まれたドイツ帝国は、自国の領土と勢力範囲の拡大を図るべくオーストリア・イ

タリアと三国同盟を結び、英仏ロの三国協商と激しく対立した。ボスニアのサラ

エボで墺国皇太子が暗殺されるとオーストリアはセルビアに宣戦布告、ここに第

１次世界大戦が始まった。

　大戦の詳細は世界史の教科書に譲るとして、この世界を巻き込んだ大戦の最大

の特徴として挙げられるのは、近代兵器を支える内燃機関が登場して「石油戦争」

の様相をもったことであった。これは旧来の戦争に見られないものであり、潜水

艦、戦車、毒ガス、火炎放射器、航空機などの近代兵器が出現して以降、戦争は

科学技術を基にした頭脳戦争であると同時に、この兵器を動かす石油戦争である

ことがはっきりしてきたのである。つまり、石油はただの商品ではなく、一国の

命運を左右する政治商品、戦略商品として強く世界中に認識されることになった。

　そうであれば、石油をどう確保するか、それが国家の最高の戦略となる。大戦中、

当然のように戦争当事国は石油不足に苦しんだ。時のフランス首相クレマンソー

が米ウィルソン大統領に緊急要請した言葉「石油の一滴は血の一滴」は余りにも

有名である。米大統領はただちにこの要請に応え、必要な船舶を提供した。これ

には 1917年当時の米国が世界全体の石油生産の 67％、つまり３分の２を占めて

いたという裏付けがあった。さらに欧州では、ロシア革命の勃発でロシアからの
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石油輸入が途絶したために、石油需要の 80％を米国に依存するという状態にあっ

た。一方のドイツは当初目標にしたルーマニア油田の確保に失敗し、ロシアのバ

クー油田の占領も英軍に阻止され、ついに石油が尽きて降参した。

　第１次世界大戦の勝敗は、石油で結着がついた。アメリカの石油資源・備蓄が

あってはじめて、連合軍は勝利できた。この事実は、戦後の国際社会においてア

メリカの発言力を増大させ、石油の確保が世界覇権の行方を左右することを世界

に知らしめることとなる。それは、大戦後の戦後処理に如実に表れた。

　1920年２月、イタリアのサン・レモに戦勝国が集まり、ドイツの賠償問題な

ど戦後処理を話し合う会議が開かれた。このサンレモ会議は、のちに「英仏石油

会議」と呼ばれたように、実質は海外の石油資源を両国で独占しようと図った、

いわば中世のトルデシーリャス条約の近代版であった。まずはメソポタミアであ

る。イギリスは敗戦国ドイツ、トルコが保有していたトルコ石油会社の持ち株を

劫掠、これを盟友フランスに与えた。

　このサンレモ会議に出席しなかったアメリカは、英仏の秘密協定を知って怒り、

抗議した。英仏の言い分は、米国はトルコに宣戦布告をしていないから和平協定

に関係ないし、ましてやメソポタミアの石油に容喙する権利はないというもので

あった。これに対し、アメリカは、イギリスに世界の石油を独占する権利はない

ことを指摘したうえで、誰のおかげで戦争に勝ったと思っているんだ、我々にも

戦利品を受け取る権利があると非難し、世論に訴えた。確かに、それまでのアメ

リカは、自国大陸と隣のメキシコ、ベネズエラなどいわば自分の庭先で石油に関

わってきた。しかし、これからは積極的に世界の石油争奪戦争に加わることを宣

言する。と同時に、これまでの伝統的なトラストに対する嫌悪感をうち捨て、今

度ばかりはこれを容認、官民一体となってスタンダード石油を中心とする連合体

を組み、海外の石油開発に取り組む姿勢を世界に誇示したのであった。

　当初このアメリカの執拗な門戸開放の声に頑として耳を貸さなかったイギリス

も、世界の反英感情、米国との将来の関係、米資本導入のメリット等々勘案した

結果、アメリカの要求をのんだ。なんといっても第１次大戦の際のアメリカの貢

献を無視することはできなかった。

　1928年長い年月をかけた「レッドライン協定」が締結された。石油事情は戦
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争時と一変して供給過剰の状態にあり、生産調整、シェア競争の制限が必要であっ

た。そのためにはメンバーを排他的に固定しなければならない。協定の結果、英

BP、シェル、米系モービル、仏国営石油会社の４社が均等出資するイラク石油

会社を発足させた。オスマン帝国は 1922年滅亡していたが、この領土内で発見

された原油は、生産から精製に至るまで競争を排除し、持ち分に応じて分配され

た。この「石油商人の兄弟の契り」を固めたといわれるレッドライン協定は、旧

トルコ帝国領土を大まかに赤い線で囲んだことにちなんだものといわれるが、現

在のアラビア半島のほとんどを含んだ地域である。ただ英国支配下のペルシャ、

クウェートは外され、石油の存在はないとされたバーレーンも除外された。

　アメリカは、政府、議会、企業が一体となった結果、やっとの思いでメソポタ

ミアの石油の堅い門戸をこじあけることに成功した。そしてこの門の中に入った

途端に、この門戸をしっかりと閉じてしまったのである。

　メソポタミアを簒奪して 1932年イラクを建国した英国にとっての最大の誤算

は、ここで米国のごね得を許したことだったろう。折角、近世以来営々と築き上

げてきたこの地の宗主権を脅かされ、中東全体の石油利権が危
き た い

殆に頻していた。

　イラクへの割り込みに成功したアメリカは、英国が不毛と宣言したペルシャ湾

西岸のバーレーンに目を付け、すでに英国を凌駕していた技術力で 1932年原油

の試掘に成功した。そして、アメリカが英国に逆転勝利する決定的事件が 1933

年に起こった。サウジアラビアの石油利権買収である。

　17世紀、アラビア半島に興ったサウド家は、群雄割拠する部族を斬り従え 19

世紀初頭には大サウドが半島を統一、祭政一致のワッハーブ王国を建設した。そ

の後オスマン帝国の宗主権下にあって離合集散を繰り返していたが、クウェート

首長ムバラクの庇護を受けたサウド家の英雄アブドルアジズことイブン・サウド

が 20世紀初頭、中央アラビアに第３次ワッハーブ帝国を築き、トルコ兵を一掃

して 1927年には独立、32年には現国名に改めイスラム教を国教とする国を建て

た。その間の 1913年、後年石油開発でサウジ王家の米櫃
びつ

となるハサを攻撃して、

ペルシャ湾への進出を果たしている。

　このイブン・サウドにとりいったのがアメリカであった。「赤線協定」の中に

閉じ籠り、アラビア半島に石油はないと高を括
くく

っていたイラク石油の株主たちを
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尻目に、赤線協定に参加できなかったカリフォルニア・スタンダードは、サウド

王に巧みに接近した。アラビアのロレンスが去って以来、自分を鉄面皮の山師と

しか見ない英国に敵意を抱いていたサウドは、アメリカの石油利権買収話を簡単

に承知した。直ちに、カリフォルニア＝アラビアン・スタンダード石油会社が設

立され、探鉱の結果、1938年にはダンマン油田で豊富な油層に到達し、10月商

業量の石油が発見された。発掘は成功し、翌年５月アラビアの石油が世界市場に

初めて姿を現した。さらにこの会社は、間髪を入れずイブン・サウドからサウジ

全域にわたる独占的利権を獲得してしまうのである。英国は地団駄を踏んだが後

の祭りであった。イラクのとき、英国にあれほど門戸開放、機会均等を迫った米

国の口から、もはやこの言葉が聞こえることはなかった。サウジの門は固く閉じ

られた。さらにこの後新興のクウェートでも英国と利権を折半した米国は、ペル

シャから 1935年改名したイランやイラクを上回る世界最大の埋蔵量を持つサウ

ジを独占支配した時点で、パックス・ブリタニカ時代に引導を渡し、新たな世界

支配パックス・アメリカーナへの第一歩を踏み出したといえるであろう。中東に

おける英米の石油を巡る角逐は勝負あった。かくしてアメリカは巨大な国益を得、

サウジは国体を安堵されて、両国は刎
ふんけい

頸の交わりの仲となった。

　1953年、アラブの王イブン・サウドは世を去った。彼は偉大な建国者ではあっ

たが、石油に関しては無知であった。いや、正確には無知を装ったというべきか

もしれない。第 2次大戦を経て、世界は挙げて石油の時代に突入していた。自由

世界における石油の供給源は、ラテン・アメリカから中東へと移りつつあり、こ

の中東の無限の富を守るために、石油資本は間断なき集散の末ついにコンソーシ

アム（企業連合）を結成するに至る。そしてこの一大石油帝国は、国家権力の中

枢と結び付き国際政治と軍事戦略に重大な影響を与え始めていた。とくに、欧州

に鉄のカーテンがおり東西に冷戦が始まると、中東は自由陣営が死守すべき戦略

上の要衝となり、マーシャル・プランで西側世界を収攬したアメリカは、57年

いわゆる「アイク・ドクトリン」を発表して中東に国際共産主義勢力が浸透する

のを排除しようとした。この大統領の中東特別教書の草稿作りに国際石油資本が

一枚かんでいたことは、今や定説となっている。このように、石油の開発、生産

から販売までをこの一大石油帝国が完全に支配していたことと考え合わせれば、
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産油国の一王室などどれ程の政治的主体性をもちえたか、偉大な野望家イブン・

サウドならずとも無知と無関心を装うしか方法がなかったというべきであろう。

いわんや、1951年、石油の国有化を旗印に一人敢然と石油帝国に立ち向かった

イランのモサッデク首相がコンソーシアムの厚い壁にはね返され失脚していった

のを見ては、ハレムやキャデラックで無聊を紛らすしかなかった。

　この間、国際石油資本は原油価格の値崩れ防止の方法を発見していた。前述し

たように、中東原油の生産コストは、中東から米国メキシコ湾岸までの海上運賃

を加えた総原価が米国産原油の生産原価と等しくなるように設定され厳重に管理

された。これが国内産油業を保護すると同時に、国家安全保障に最も適う方式と

されたからにほかならなかった。こうなっては、中東の産油地における生産コス

トなど無視されたも同然である。第２次大戦から 1971年のテヘラン協定に至る

までの 26年間、中東原油の価格は凍結されたままであった。つまり、1928年３

大メジャーがカルテルを結成して以来半世紀近い間、売り手が一方的に売り値を

決めるという大層もない商取引が慣行となっていたのである。

　他人の家の床下や裏庭から宝物を勝手に掘り出して我が物顔に外に持ち出し、

あまつさえ、わずかな地代でごまかして口を拭っているなど、およそ文明人ない

し文明国のやることではない。そもそも、鉱物資源開発の歴史は、欧米先進国に

よる植民地政策の歴史でもあった。資源保有国の多くは、第２次大戦後に政治的

独立はかち取ったものの、経済的には旧宗主国に従属し、支配されていた。

　しかし、時代は変わった。そして産油国がついに立ち上がった。1960年OPEC（石

油輸出国機構）が設立され、1962年国連総会において「天然資源の恒久主権の

確立」が宣言されるに及んで、植民地時代は終わりを告げる。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　OPECには二人の考案者がいた。ひとりは、ベネズエラのペレス・アルフォン

ソであり、ひとりはサウジアラビアのアブドゥラ・タリキである。

　アルフォンソはカラカス中央大学卒のエリートで、42歳の若さで石油大臣に

就任するや、米国石油資本の研究に没頭した。米国では連邦政府および各州がテ

キサス鉄道委員会を通じて毎月の原油の生産量を統制し、その結果原油の乱売が

免れるとともに価格が維持され、生産者の地位は安泰となる。折から、米国は原
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油の純輸入国に転落し、いきおい西半球最大の石油輸出国ベネズエラの重要性は

高まり、欧米石油資本への発言力も強まりつつあった。その一方で、中東の産油

量が急速に増え続けており、1950年には輸出量においてベネズエラを抜いてい

た。石油資本の思惑は、中東の増産によってベネズエラの出端をくじき、強硬発

言を封じることにあった。

　この間の事情をさとったアルフォンソは、時のサウジアラビアの石油相タリ

キに急ぎ会い、自国の収益を守るには産油国同士が協力して石油資本に当たる以

外に方法はないことを説いた。以前からアラブ石油機構の設立を策していたタリ

キは、非アラブ産油国の雄であるベネズエラとイランを引き込むことが得策であ

ると判断し、この提案に乗ったのである。アルフォンソはイランのシャーを説得

し、タリキはアラブ諸国の根回しを引き受けた。すべての準備が整った 1960年

８月、この構想に挑戦するかのように、エッソが原油公示価格の引き下げを従来

の慣習に従って一方的に通告してきた。これをのめば、中東産油国がこの年被る

減収額は１億ドル近くに達するとみられ、産油国の怒りは頂点に達した。この機

会を逃さず、９月９日、発案者の両人に賛同した産油５ヵ国がバグダッドに集ま

り、石油輸出国機構（OPEC）の設立を宣言した。「我々だけで世界石油市場の

原油輸出能力の 90％を支配している。我々は選り抜きのクラブのもと団結した。

我々は歴史を作ろうとしている」。今ではだれでも納得するこの勇ましい言葉も、

国際石油資本が崩壊することなど夢想だにできなかったこの時代、蚊の泣き声ほ

どの響きももたなかった。その証拠に世界のメディアはこの会議を一切報道しな

かった。ロイター通信がやっと簡単な記事を流したのは２週間も経ってからだっ

た。1950年代、国際石油市場の最大の問題は、「余りに多くの石油が余りにも簡

単に手の届く地下にあって、ほんのちょっと費用をかけるだけですぐ噴出する」

　（「オイル・リポート」1985年９月９日号）ことだった。供給過剰は間違いな

く長期にわたって続くと予想され、国際石油資本は、産油国政府になんらの協議

もせずに公示価格を変更できる立派な慣行を守り続けていた。

　まさに雌伏 10年、OPECは華々しく登場することになるが、その時すでに、

タリキはナセル崇拝の急進主義が受け入れられず失脚し、アルフォンソは第一線

から引退していた。OPECにとっての好機は、1973年にやってきた。10月６日エ
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ジプトとシリアは失われた領土を回復すべくイスラエルを攻撃した。第 4次中東

戦争の勃発である。この戦争は 36日間で双方痛み分けのうちに終わったが、石

油危機というとてつもない災難を世界にもたらすことになった。

　戦争勃発から 10日後、サウジなど湾岸６ヵ国は、アラビアン・ライト原油の

公示価格を一挙に 70％引き上げることを一方的に通告した。その後 11、12月と

小刻みに引き上げられ、翌年 1月には 11.65ドル／バレルとなった。わずか３ヵ

月間で 3.87倍に跳ね上がったのである。しかも湾岸産油諸国は、消費国を最友

好国、友好国、中立国、禁輸国に大別して差別出荷を強行したばかりか、原油価

格から生産量、輸出先までも自分で決める権限を握ったのであった。

　一方の国際石油資本はなす術を知らず、産油国の決定する事項を実行する生

産請負人の地位に転落、産油国が原油生産の段階にまで事業参加するに至って、

1928年以降続いていた彼らの世界石油市場支配は、終わりを告げたのであった。

　突然降ってわいたような事件に、世界は大騒動となった。価格の暴騰は天井知

らず、石油価格は上がり続けるという“OPEC神話”と、資源は有限なりという

ローマクラブの“石油枯渇説”に怯えて、世界中が地の果てまで石油を追いかけ

る騒ぎとなった。日本では物価の狂騰に加えてトイレットペーパー買い占め事件

まで起こった。ところが、事実は、産油国は原油を武器に対イスラエル戦略とし

て減産の情報を流しただけで、実際には生産削減はしていなかった。しかし、こ

れはあとで分かった事実、つまりは、石油危機とは石油が不足するかもしれない

という恐怖感につけこまれた価格の高騰にすぎなかった。情報量の少なさと分析

の不確かさがパニック状態を生み出し、産油国の公式声明を鵜呑みにして OPEC

の石油戦略に嵌
は

まった揚げ句、ババ（高値の油）を掴まされたのであった。

　石油消費国は混乱したが、第２次の危機を経て、石油備蓄、省エネルギー、代

替エネルギーなど石油依存、OPEC依存から逃れる方策を模索、実行し始めた。

その基底には、石油ないし産油国、石油企業に対する拭いがたい不信感があった。

　ところが当の OPECは、産油事業の参加だけでは飽きたらず国有化を断行し

て可処分原油を増やし、国際石油資本との長期契約を破棄して海外との直接取引

に乗り出した。自分のものにした原油は、外貨のない国には武器や技術、労働力

を見返りに供与し、国家建設や経済協力に貢献したと認めた国には、市場より有
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利な条件で供給した。OPECの得意や思うべしである。顧みれば、OPECの絶頂

期は第２次石油危機のころであった。このあと、高騰した原油価格は先進工業国

の交易条件を悪化させ、需要家は脱石油政策を進めた。石油需要は激減する一方

で、非 OPECの増産に追い上げられて OPECのシェアは急降下していった。

　世界の資本主義の歴史は、独占資本がカルテルを組んで暴利を貪ったために、

その利に与
あずか

ろうとアウトサイダーが増産や市場の新規開拓に乗り出し、カルテル

があえなく崩壊したという事実を数多く教えている。すず然り、銅しかりであっ

た。そして OPECである。かれらも間違いなく前車の轍
てつ

を踏んでしまった。１

ドルや２ドルでは引き合わない井戸でも、30ドルともなれば日の目を見るよう

になる。リビアなど後発の欲の塊みたいな強硬派が、原油価格のつり上げだけを

狙って、OPEC内の主導権争いに血
ちまなこ

眼になっているころ、北海（英・ノルウェー）

を筆頭に非 OPEC諸国は、着実に増産に精出し、シェアを伸ばしていた。

　OPECは、資源ナショナリズム・カルテルの最大の象徴として、開発途上国に

とって輝かしい存在であった。しかし、カルテルの陥
かんせい

穽である思い上がりと市場

判定力の甘さを露呈し、需要の減退を招来したうえにアウトサイダーの参入を許

してしまった。その結果 OPECは、生産量の制限、国別粋の設定を強いられる

ことになり、ついに価格カルテルから生産（制限）カルテルないし操短カルテル

へと戦略転換を迫られることになった。といって、総会で減産を取り決めるが守

られたためしがなく、国家権力を超越して、誰がどうやって、誰に生産制限を命

令できるのか、OPECの考案者であるアルフォンソが最後まで解答を見出だせな

かった問題を解けぬまま、ただの烏合の衆になっていった。

　もともとが価格カルテルに妙味を求めて集まった国、しかも国情、国体、宗教、

さらに宗派の違う国家の集合体である。価格維持がうまくいかなくなるや、内部

抗争があからさまになるのは当然であった。それに石油戦略が根底から異なる国

同士の対立が激化した。埋蔵量の豊富なサウジ、イラク、クウェートと原油生産

に余力のないイラン、リビア、アルジェリアの二つのグループが生産調整を巡っ

て事ごとに対立する。前者は数量を優先して需要が減退しないように消費国の要

望に応えたい穏健派、後者は生産を制限して価格を優先に考える強硬派であった。

　この内部抗争は、世界の石油需要の消長にしたがって勝ったり負けたり、戦争
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が起こったり止んだりするつど勝者は入れ替わった。しかし、その間に世界は、

OPECに石油の価格決定権を渡さない方策を採っていた。原発など油価高騰の抑

止力になる代替エネルギーの推進、石油備蓄の積み増し、そして決定的なのは、

先物市場の開設であった。価格は生産者が決定するものにあらず、消費者の欲す

るところによらしむべし、このもっともなルールを OPECに見せつけ牽制した。

　こうして、石油は大豆や小麦やキャベツと同じような一般商品になったと思わ

れた。しかし、決してそうはならなかったし、そうはならないと確信している者

がいた。アメリカであり、国際石油資本であった。この地球から戦争がなくなら

ない限り、石油は戦略商品であり続ける。物の価格が安くなれば需要は戻る。安

い石油に乗って“昇龍”中国は飛翔した。そしていま、戦争が起こり油田が損傷

されて、石油価格は舞い上がったままである。イラクの石油を OPECのほしい

ままにさせてはならない、OPECに二度といい思いをさせてはならない、それが

かつての栄光を取り戻そうとする国際石油資本の思い込みであった。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　戦争はいかなる戦争でも莫
ば か

迦ばかしいが、イラン・イラク戦争ほど無益で不

思議な戦争はなかったであろう。文字通り世界をイライラさせながら８年近くも

続いた。1980年から 88年まで、期間で第２次大戦を抜き、死傷者数が朝鮮戦争

を超える 100万人、被害総額１兆２千億ドルという気の遠くなるような数字だけ

が残った。こんなにも長く続いた理由の筆頭に、この両国が有数の産油国であっ

た点が挙げられよう。開戦直前の 79年時点で、イランは 191億ドル、イラクは

213億ドルの年間石油収入を持っていたことから、開戦から終戦まで両国で 2000

億ドルを下回らない石油収入があったと見込まれるが、これを見事に使い切って

なお足りず、イラクに至っては 700億ドルを超える借金を抱えてしまった。これ

を棒引きにしようとしてクウェートに侵攻したことは前に述べた。

　ここで奇妙なのは、この両国に莫大な外貨を費消し尽くさせたのが、米・ソ・英・

仏・中の国連安保理・常任理事国を含む 53ヵ国の武器輸出国であったという事

実である。その半分の 27ヵ国は両方に売っていたというから、厚顔無恥もここ

に極まるが、この汚れた手で停戦の監視までしたというから悍
おぞ

ましい。兵站
たん

が確

保されれば戦争は際限なく続くことは、歴史が教えている。
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　顧みれば、中東の産油国には 1973年の石油危機以降、巨額のオイルダラーが

流れ込んだ。それは、「スペインがインカを征服して以来の世界的富の移動」と

までいわれたが、そのうちの大部分は先進諸国に還流した。因果はめぐるという

べきか、“油の商人”が蓄えた富を“死の商人”が見事に掠
かす

め取ったのである。

　この戦争の本質は、イスラム教シーア派革命に対する反革命という宗教上の抗

争、端的には「フセイン・ホメイニ戦争」とも呼ぶべき宗教戦争であったと位置

付けられようが、イラクがこの戦争を「サダム・フセインのカーディシーヤの戦

い」と呼称していたことからすれば、アラブ対ペルシャの民族対決の最終決戦で

あったともいえる。「カーディシーヤの戦い」とは、637年アラブ軍が当時の強

国ササン朝ペルシャ帝国の軍隊を撃破した史上有名な戦いである。イ・イ戦争の

終わるころには、フセインを紀元前６世紀メソポタミアの地に新バビロニアを興

したネブカドネザル二世に準
なぞら

えるようになっていたから、イラク国民にとっては、

この戦争はよくも悪くもサダム・フセインの戦いであったに違いない。

　古来、ペルシャとアラブはガルフ（湾）を隔ててにらみ合い、中東の覇権をか

けて遠交近攻に明け暮れてきた。ともに誇るべき王朝をもちながら異民族の侵略

に辛酸を嘗
な

め、ともに地政学上の要衝にありながら地下資源を略奪されてきた辛

い歴史を共有している。しかし、歴世、互いに蜜を舐めあうような友好関係は存

在しなかったといっていい。アーリア語族とセム語族の違いそのままに、民族、

言語、文化が異なり、唯一の接点と思われた宗教のなかですら莫迦げた戦争を始

めてしまった。いま唯一といったが、正確には石油にも接点があった。しかし、

ここでも両者は穏健派、強硬派にわかれて OPECの盟主の座をかけて争った。結

成から第１次石油危機前後にかけて両者に束の間の平和があったが、1978年の

イラン革命が積年の抗争に火を付けた。

　アラブの本流であったエジプトに代わってアラブの盟主の座についたサウジア

ラビアにとって、イランの国王パーレビが米国の警察官として軍備の拡張に熱中

している間は、その矛先が自分に向けられない限り安心であった。しかし、国王

を放逐したホメイニ政権がサウジの後見役である米国を敵視し、革命の輸出を目

論んでいると知ったとき、震え上がった。それは大げさにいえば、ナポレオンの

侵攻の前にアンシャン・レジームのなかで戦
おのの

いていた欧州封建諸侯の心境と同じ
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であったに違いない。シャー・パーレビが金に糸目を付けず買いそろえた最新兵

器で攻め込まれたら、サウド王家など、ひとたまりもなかったはずである。

　しかし、イラクが軽率にも、サウジにとっては幸運にも革命政権成立間もない

イランに戦争を仕掛けた。いうならば、湾岸アラブ諸国にとってはまともに座っ

ておれないほどの恐怖心を、イラクが一手に引き受けた格好になったのである。

サウジ以下アラブ民族があげてイラクを助勢したのは当然であり、これを奇貨と

して宿敵ペルシャの野望を粉砕しようとしたのも仕方がない。

　イラン革命の指導者、ホメイニ師の説いたイスラム原理主義は「イスラム世界

が西欧など近代世界の劣位にあるのはイスラム教が堕落していることに原因があ

る。したがって、イスラム世界を立て直すにはイスラムの原点に立ちかえるしか

なく、イスラム法シャリア（信条、道徳、規範）を厳格に実践することが治世の

根本になければならない」というものであった。ここでは安易な物質至上主義、

経済的繁栄は問題にならず、あくまでも形而上的な精神文明を志向する。ホメイ

ニ師は戦争に赴く若い兵士を前に、この戦争はイランの隣人たちから誤れる信仰

を取り払うように神が命じた聖戦であると断じたうえで、「貫徹すべきはこの戦

争の勝利のみにあらず、神のご託宣、つまりイスラム原理主義を対岸の堕落した

イスラムの異教徒どもにまで及ぼすことである」と檄を飛ばした。さらに、国境

という人工的障壁を飛び越えてアフガニスタン、中央アジアから地中海まで革命

を浸透させることは、アラーの神に命じられた普遍的命題である、と説いた。

　話は遠く古代ローマに遡るが、前２世紀の元老院議員マルクス・ポルキウス・

カトーによれば、カルタゴを破りマケドニア、シリアを制して一大帝国に伸し上

がろうとしていたローマにとって憂うべきは、ローマ市民、とくに若い世代が異

国の悪習に染まり、質実で剛毅な伝統的美風を失うことであった。当時、カルタ

ゴに勝ったばかりのローマには、最初の公衆浴場が開かれ、ギリシャのワイン、

東方の香水、バビロニアのカーペット、金や象牙細工の家具などが洪水のように

流れ込み、ローマ市民は華美、奢
し ゃ し

侈の風潮を満喫しようとしていた。さらに、若

者の間にギリシャ文明を賛美崇拝する気分が広まる。ギリシャ哲学の問う人生い

かに生くべきかを論じ、長い昼食をとり、スポーツで汗を流す、といったライフ

スタイルが流行した。カトーは、このままローマ人がギリシャの学問や文化に溺
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れたら国は滅びると本気で考えた。「ギリシャ語を完璧に解し、ギリシャ文化の

教養も人並み以上にもちながら、カトーのギリシャ嫌いは有名だった。彼は、ロー

マへのギリシャ文化の流入を、ローマ人本来の質実剛健さを損なうものとして憎

悪したのである」　（塩野七生『ローマ人の物語』文庫版５）。カトーという自己

を律するに厳しい人は他人にも厳しく、まさに「人が快楽を追ってローマ固有の

伝統的生活を踏み外すのを防ぐための番人、警告者、懲罰人」（プルタルコス『英

雄伝』）という監察官にうってつけの御仁であった。

　堕落したイスラムの国を討つべし、イラク討つべしと叫ぶホメイニの姿は、ま

さにカルタゴ討つべしと絶叫する大カトーを彷佛とさせたが、そのホメイニ師死

して 15年、まさに彼の予言したとおりのことがイスラム世界ないし地球上のあ

ちこちで起きている。イスラム原理主義の火は、まず湾岸戦争の「負け組」に移っ

た。ペルシャ湾を飛び越えてアラビア半島の一角イエメンを掠
かす

め、アフリカ大陸

に飛び火、中央のスーダンから西漸してアルジェリア、チュニジアに至った。

　そのむかし、イスラム教の進出を妨げたのは東のヒンズー教と西のキリスト教

であった。くだって 20世紀、北に共産主義なるイデオロギーの新興宗教が興り、

イスラム進出の壁になった。しかし、その壁が崩れ、旧ソ連邦の北カフカスなど

イスラム原理主義勢力の草刈り場となった。イスラムが再び中世の勢いを取り戻

し、全世界を混乱の渦に巻き込もうというのだろうか。

　イラン・イラク戦争は８年も続いた。米ソ超大国、湾岸諸国にとって最も望ま

しいのは、イラン、イラクどちらも勝たない形で終わることであった。米ソにとっ

てイランの地政学的・資源的重要性は測り知れないが、といってイスラム原理主

義の勝利は中東政策の根本を揺るがす。一方、イラクが勝利して軍事大国に伸し

上がることはアメリカにとってはイスラエル問題があって困る。湾岸諸国にとっ

ては、イランの革命輸出も怖いが、イラクにアラブの主人面をされても面白くな

い。戦火はぎりぎりのタイミングでやんだが、イラクの判定勝ちであることは明

白であった。イラクは８年間の軍事経験で足腰が鍛えられ、アラブ世界の覇権を

狙っていよいよ重装備に走り、揚げ句湾岸戦争でたたきつぶされ、いま、「国の

かたち」がなくなろうとしている。一方の判定負けのイランはイスラム原理主義

の本家として、隣国アフガニスタンから中央・西アジアまで革命ないしテロを輸
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出し、核武装の疑惑まで持たれてなお孤高を保っている。

　もちろん近隣諸国も負けじと武装に精励し、中東全体がいよいよハリネズミの

ごとき様相を呈してきた。そのためのカネは地下を掘りさえすれば、いくらでも

つくれる。国破れてなお、油は残る。神は、まこと妙なところに油を隠された。

なぜ地球表面のわずか 500分の１の所にかくも大量の油があるのか、なぜ古代か

らここが栄え、無数の民族が行き交い干戈を交え、幾多の国家の興亡があったの

か、なぜ石油のある所に紛争が多いのか、誰も明快な解を見出だし得まい。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　「男は放っておけば追いかけてくる女を追っかけ、いつかは死ぬに決まってい

るものを互いに殺しあう戦争をする」まことに愚かな存在だと言ったのは、ど

この国の貴婦人であったろうか。さる史家によれば、有史以来大きな戦争だけで

100回もあり、最近の 200年だけでも戦争による死者は１億６千万人に達すると

いう。されば戦争なかりせば、この地上に人類はあふれてにっちもさっちもなら

ず、つまり、男は自然淘汰の一つとして殺し合い種をまかないようにしていると

いうのが、貴婦人へのシニカルな回答であろう。

　ところで、なぜ人類はそして国家は戦争をするのか。古代においては領土、そ

こにあるなり物、財宝、そして奴隷が狙いであった。中世では十字軍による聖地

奪還やキリスト教の新旧両派の角逐にみられる宗教戦争、王位継承戦争が主体と

なった。くだって近世は世界覇権をかけた大規模戦争、植民地争奪戦争となり、

近代の植民地開放・民族自決戦争に続く。そして現代、イデオロギー戦争が起こ

り、東西冷戦、そしてその終結があって、ここで戦争のタネは尽きたかにみえた

が、そうはいかなかった。まるで、タガが外れたみたいに世界のここかしこに紛

争が起こり、モグラたたきの様相を呈してきた。

　再びヒトはなぜ殺し合うのか。生命科学者・柳澤桂子氏によれば、人は類人猿

の時代から現在までずっと暴力を振るってきたという。人はどこにいても集団を

形成し、そこで特別な感情を共有し合い、外部の人間に対して攻撃的になる。と

くに宗教や民族中心で固まった場合、自分のグループ以外のものは、人間と見做

さず、彼らをどのように扱っても罪の意識が起こらず、もちろん殺しても構わな

いという（朝日 04．7．27）。確かに、古くは大航海時代、“正当戦争”という言
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葉が当時のスペインやポルトガルでは法律で認められたかのように扱われた。「ス

ペイン人は新大陸において原
インディオ

住民を、草でも刈るように殺してきた。（中略）そ

の当時、心ある聖職者たちは、殺戮については意にも介しなかった。おそらくか

れらにあっては、母国で樹立された正当戦争という概念が支配していて、異教徒

に対する殺戮を罪と思わないばかりか、キリスト教布教のためという建て前のも

とで、善事をしているという意識があったに違いない」　（司馬遼太郎『街道をゆ

く』南蛮の道Ⅱ）。これを現在のイラクの戦争に重ね合わせれば、まさに思い当

たることが多い。

　さらに人間の根幹にある最も醜い嫉妬や憎悪の感情が加われば、悲惨なことに

なる。国が栄え富めば、当然他国の嫉妬や憎悪を買う。「史上文明国が行った最

も恥ずべき戦争」といわれた第３次ポエニ戦争でカルタゴはローマに国ごと殲滅

された。第２次ポエニ戦争でカルタゴの名将ハンニバルに苦しめられたローマは、

カルタゴへの警戒心を緩めなかった。元老員議員の大カトーが戦争に勝って浮か

れるローマ市民こそ国を滅ぼすと考えたことは前に述べた。この東方風の贅
ぜい

を排

し、重税懲兵の義務を課し、気分を締め直す必要がある、そのためにはローマの

将来の禍根になるに違いないカルタゴを討つべし、と元老院で声荒く説いた。演

説の最後に必ず、「カルタゴ・デレンダ・エスト」　（カルタゴは滅ぼきねばなら

ぬ）と叫んだという。この元老院最高の実力者カトーに狙われたカルタゴこそ哀

れであった。ローマは兵を興し、BC146年カルタゴは滅亡した。栄華を誇った

美しい首都は焼け落ち、70万を超える市民が殺され、このあと 100年は人が住め

なかったと歴史は伝えている。前後３回、120年にわたったポエニ戦争は幕を閉

じた。カルタゴ人が得たものは、アルファベットのもとになった 22のフェニキ

ア文字を発明したフェニキア人の末裔という栄誉だけであった。

　カルタゴ・デレンダ・エストというラテン語は、欧米では、過去にとらわれた

強迫観念を示す例として今でもよく使われるという。カルタゴをイラクに置き換

えるまでもなく、人類は、集団的過熱状態、とくに宗教やイデオロギー上の物狂

いに陥った場合、異文化、異民族に対して大量虐殺・破壊を平気で行う。

　そのむかし、イスラム教の進出に怯え十字軍を催したのは、西のキリスト教で

あった。くだって 20世紀、北に共産主義なるイデオロギーが興り南や西側世界
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に大恐怖心を与えた。ソ連や中国の膨張が「世界赤化」と同意義であると確信し

た米国は、世界大戦後民族紛争で混乱していたベトナムに軍事介入して「反共」

という世界戦略の砦にしようとした。自分の信奉する自由・民主主義こそ絶対的

価値、世界的普遍性をもつと善意で信じる米国は、ときに無邪気なくらいの戦闘

性、暴力性を発揮するが、アメリカはここで初めて戦争に負けた。負けて得た物

が何であったか、イラク戦争の帰趨がはっきりしない間は分からない。

　20世紀は、戦争と革命の世紀であったといわれる。しかし、この二つは別の

時代にあった。とすれば、石油とアメリカこそ 20世紀であったという方が視点

が正確になる。石油はいまでもエネルギーの大宗であり、アメリカはなお、世界

に冠たる超大国である。そして、この二つは切っても切れない関係にある。

　石油は、価格がかつて石油資本の恣意や OPECの一方的通告で決められてい

た密室的性格に比べれば、現在は需給で決定される普通の商品の性格をもってき

ている。これは確かである。しかし、依然として強烈な「国際政治の財」であり、

戦略商品の側面を併せもっていることを忘れてはならない。それが地球上に偏在

し有限である限り、ハイテク兵器がこれにエネルギー源を求めている限り、そう

であり続ける。それは、いまのイラク戦争や 04年の夏、世界を震撼させた北オ

セチア小学校事件が教えている。ソ連邦解体の 90年代初め、連邦構成共和国が

次々に独立したが、チェチェンはそれを許されなかった。その近くのカスピ海周

辺にバクーにも劣らない大油田、ガス田の存在が分かっていたからであった。古

来、文明の十字路と呼ばれ、幾多の少数民族が異なる言語や宗教をもって行き交っ

た古い土地に、いま米、ロ、中の大国に周辺のトルコ、イランまで巻き込んだ資

源争奪戦が繰り広げられている。この陸封の地から自国に有利な油送管を敷設し

ようと火花を散らす。通り道にあたった国はたまったものではない。「自国の利

益のためなら、いかなる卑劣・残虐な手段を用いてもよい」というのは、権謀術

数のマキャベリズムであるが、この大国の論理とやらの犠牲になるのがいつも弱

者の市民であるというのが、不条理この上なく痛ましい。もともとなぜか大国は

寸土たりとも相手に譲らないが、このチェチェン問題には、ロシアの大国主義、

汎スラブ主義とは一口ではいえないこの国の石油戦略が透けて見える。

　もう一方の西の超大国アメリカに、石油戦略、石油利権に関する膨大なノウハ
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ウが蓄積されていることは前に述べた。そしてなお、米国は世紀を超えて、“ア

メリカの正義・大義”を実現しようとしている。ときとして衣の下に鎧を纏
まと

い、

その衣に油臭を漂わせながら、世界の警察官の役割を演じようとする。石油の豊

富な中東に攻め込む時は特段に勇ましい。しかし、残念ながら中東においては軍

事的な勝利が政治的な勝利に必ずしもつながらないことは、過去に多くの例があ

る。アラブないしイスラムは西欧文明社会の秩序を受け入れられない後進的蛮性

の持ち主である、と見下した形で自分の価値観を一方的に押しつければ、うまく

行くものもうまく行かなくなる。うまくいった第２次大戦後の日本の占領統治の

経験則など、どこでも通用するわけではない。

　維新の夜明け前、ペリーが現れてから３年後初代総領事として赴任し、日米修

好通商条約に署名したハリスは有能な外交官であったが、自らが接した日本人役

人、つまりサムライを「如才ない逃げ口上と見え透いたうそをつく、正直の美徳

を欠いた人種」とみて見下し、砲艦外交をもって恫喝した。「こういう自らの文

明意識のみを基準とするハリスのやり方は、20世紀後半に入ってアメリカの時

代がきても続いている。自分の文明主義を尺度として全世界を批判し検断するの

である」　（司馬遼太郎『アメリカ素描』）。イラクは検断され攻め込まれたが、ア

メリカが「ある」と言い募ってきた大量破壊兵器は、やがて「あるはず」になり、

結局は見つからなかった。独断で物事をみると、時として大きな判断ミスを犯す。

アメリカは、イラク戦争の開戦根拠を失い、大義とやらは消え失せたかにみえた

が、テロ撲滅に方向転換して、戦争の正当性を主張しようとしている。

　たしかに、戦争の形態は変わった。領土や石油や宗教のためだけで国家が武器

を取ることはなくなったといえよう。これからは国家対国家の戦争よりも国際社

会対テロリズム集団の戦いの様相を帯び、より広くより深く、もつれた糸球のよ

うな複雑さで結着しそうもない。この世に抑圧や弾圧、人権侵害や差別、貧困な

いし貧富の差などが存在する限り、あるジャーナリストのいわく「空きっ腹」と

「むかっ腹」を抱えた人たちがいる限り、戦争やテロはなくなりそうもない。

　古く 1090年イラン高原に生まれたイスマイル派の暗殺者教団に源を発するテ

ロリズムは、長い歴史の中でフィダーイー（自分の身命を犠牲にして戦う者）を

イスラム世界に根付かせ、十字軍兵士の心胆を寒からしめた。13世紀、この暗
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殺者集団は元帝国によって一時破壊されたが、テロリズムの計画的、組織的な暗

殺戦術と教団指導者への狂信的献身は脈々と受け継がれ、初期イスラムから存在

したジハード（聖戦）の思想の中に潜り込み、コングロマリット化したアルカイ

ダのなかに蘇っている。ブッシュ二世は自国の軍隊を十字軍になぞらえてイスラ

ム世界の猛反発をうけたが、彼が十字軍の司令官気取りでい続ける限り、アルカ

イダは、中世セルジューク朝の異端者にしてテロリストの元祖ハサン・サッバー

フの教えに従い、「狙いを付けた者は必ず殺す」暗殺道に突き進むであろう。

　現代のテロは堂々と名乗りをあげるので暗殺とはいえないが、どのみちこの種

のものが悪であり、敵であることに違いはない。敵は抹殺されねばならぬ。それ

がアメリカの論理であり、正義である。世界はすべて善か悪か、正か不正か、敵

か味方かのいずれかであり、中立はあり得ないのである。アメリカにはこの思い

込みを表す立派な文化があった。西部劇である。1950年代から 60年代の前半に

かけて全盛期があった。強い保安官、凶悪なインディアン、辺境の騎兵隊、酒場

の歌姫とお膳立てがそろえば、すなわち西部劇であった。しかし、いつのころか

らか、西部劇はひと捻りもふた捻りもしたものに変わり、そして作られなくなっ

た。インディアンを射的のマトのように射殺することに罪悪感を覚えない方がお

かしいが、デイビー・クロケットを建国の英雄と称えてきた善良なアメリカ人は、

西部劇に代わるハリウッドの爽快なカタルシスをベトナム戦争ものに求めた。し

かし、『プラトーン』に代表されるような戦争の陰を撮った映画が出てきて、「我

こそは正義の味方」の趣は消えていった。こうして、少なくとも、映画の世界か

らは“アメリカの正義”は消えたかにみえたが、なんと郵便切手に復活したとい

うから、おもしろい。04年９月９日、米郵便公社は、西部劇のヒーローであっ

たジョン・ウェインの切手を没後 25周年にちなんで発行した。アイルランド出

身のこの大男のイメージは、“悪をたたきのめす強い男”、つまりアメリカそのも

のであった。ある郵便学者によれば、「西部劇を模範として行動している（よう

に見える）ブッシュ政権は、西部劇の神様を大いに称賛することで、自らの正し

さを国民に印象づけるため、再選戦略の一環として今回の切手を発行したのだと

推測しても、あながち的外れではあるまい」という（朝日新聞 04．9．18）。米

大統領選挙といえば、その都度ベトナム戦争の軍歴や徴兵逃れという奇妙な話柄
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が取り沙汰されるのは、アメリカにいまだにベトナム戦争の後遺症が色濃く残っ

ている証左に違いない。この国では、いまでもベトナム戦争のとき兵役を逃れた

男が「ベトナム罪責症」という一種の欠落感を訴え続けているというから、アメ

リカ人の精神構造はいぜん健全であるといわねばならない。もっとも、恬
てん

として

恥じない男もいるわけで一概にはいえないが、それでもイラク戦争のベトナム化

をまじめに心配する人がいる限り、この国は偉大である。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

おわりに

　話は私事になるが、私がベトナムに行ったのは 1989年、戦争が終わって 10年

余り経っていた。ちょうど海上油田が開発中で、白
ハクホウ

虎と名付けられた原油の買い

付けが仕事だった。折からドイモイ政策の中で石油産業が花開こうとしていた。

私たちは技術指導に当たるソ連の幹部とも時に接し、この国が東の大国の影響下

にあることを思い知らされたが、街は活気にあふれていた。司馬遼太郎は文明批

評の名著『人間の集団について』の後書きに「私の半生の中で、このベトナムに

おける短い期間ほど楽しい時間はなかったように思える。いまでも、夢でしばし

ばサイゴンの雑踏をみる」と記している。私の時はすでに、ホー・チ・ミン市に

なっていたが、このホテルで大失敗をした。仕事の合間にふと立ち寄った戦争博

物館で米軍から分捕ったと思しき戦闘機や戦車、展示物を見たのが運のつきだっ

た。その夜、国民学校５年の時にうけた空襲の夢を見てうなされ、慌てて防空壕

に飛び込んだつもりが、ベッドから転げ落ちていた。フランスがむかしに建てた

レックスとかいうホテルは、固い大理石の床の上に丈の高い幅の狭い籐のベッド

を置いていた。私は、サイドテーブルにワンクッションしながら落下したらしい。

まともに落ちていたら危なかったが、頭をやられる代わりに、前歯を一本折って

しまった。ベトナムに司馬さんみたいな思い出はないが、いつも考えることがあ

る。米国がここで戦っていた時には、ベトナムの沖では米モービルがすでに石油

開発に着手していた。米国は石油の存在を知っていて、ベトナム戦争を始めたの

か。撤退するとき、油田に後ろ髪を引かれる思いをしたのだろうか。こんなばか

げた歴史のｉｆを考えるのは、私の習性に違いない。

　私は昭和 33年船会社に入り、40年石油会社に移って 40年余りの会社員生活
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を終えた。その間、戦争のない年はなかったと言っていい。船と石油は、直接間

接に戦争に関わる。戦争に無関心ではやっていけないのである。戦争はなぜ起こ

るのか、神はなぜ中東にかくも大量に石油を隠し賜うたのか、戦争と石油、石油

と覇権、覇権と戦争、この三大噺みたいな主題が頭を駆け巡っていた。

　04年の夏休みに入ってまもなく、大学の鳥居千代香助教授から突然『紀要』

の寄稿依頼を受けた。ともかく固辞した。退任間近い年寄りが紙面を汚すのは申

し訳ないと思った。しかし「だったらなお学生に言い残しておく義務が、おあり

です」という鳥居氏の言葉はこたえた。なるほど顧みれば、この大学に奉職する

に際して、吉松学科長に「石油地政学」か「中東論」の講座をもちたいと申し出

たら、やんわり断られた。もっともであった。教壇に立って得心した。もちろん

折に触れエネルギーや戦争について話してきたが、所詮入門程度にすぎなかった。

つまり、教え残したことは山ほどあった。考えさせてほしいと保留した。

　再度の鳥居女史の電話には仰天した。私が会社員生活で出版した３冊の石油の

本をインターネットで検索し、発行元から取り寄せてしかも読破しましたという

のである。読破したといっても１冊 400頁の、しかも石油の業界用語に溢れたい

わば専門書である。これには恐縮した。引き受けましょうというしかなかった。

　私は 15年間、毎月休まず、会社の広報誌に石油中心の時事解説みたいなもの

を書き続けた。それが３冊の本になって世に出た。それだけのことであるが、そ

の存在がインターネットで探し出された。びっくりしたのは出版社である。２冊

ずつの注文が舞い込んで在庫をひっくり返して送り届けたと後で聞いた。大学の

図書館に１冊ずつ納入されたそうである。なお、３冊の本は、『オイル・ウォッ

チング』　（86年刊）、『石油病理学』　（91年刊）、『石油考現学』　（97年刊）と題

され、オイルリポート社から出版された。本文は、この３冊から抜き書きして纏

めたようなものであるが、同社から出版された『覇権と石油』　（則長満著 94年）

もおおいに参照させていただいた。できるだけそのままの文体でという鳥居先生

の助言に従い、思考の赴くままシリトリのように書き流していった。

　おもえば、02年の暮れ、ある会合で鳥居助教授に初めてお会いした。その席

でいきなり「アメリカはイラクと戦争しますか」と訊かれた。酒の勢いで、しま

すと答えた。なぜですかと訊かれて、「そこに石油があるからです」とお答えし
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たのを覚えている。英国の登山家マロリーの「そこに山があるから」と同じ伝で

言っただけだったが、本当に戦争は起こってしまった。残念というしかない。願

わくは、アメリカが勝者のゆとりをもって、驕ることなく戦後処理に当たってほ

しいものだが、やはり、戦争は始めるより終えることの方が難しいようである。

　再び言えば、確かにアメリカは“自国の正義”を実現した。世界の無法者に正

面から立ち向かえるのは当面この国しかないこともよく分かった。ただ高揚した

気分の時こそ小さい声で控え目に物言いをしてほしい。ときとして正しいことを

言うときは相手を傷つける。人間と同じように国家にもプライドがある。それに、

「〈戦争の大義〉などという大仰なもの言いは、かねて胡
うさんくさ

散臭いと思っていた。簡

単に言えば〈国家による人殺しの言い訳〉だ。必ず後からひっくり返る」　（東京

新聞 04．9．17『筆洗』）からである。

　最後に再び西部劇に戻れば、1953年に『シェーン』という名作があった。こ

の映画の末尾のシーンは観客の心をうって不朽の名作となった。一片の土地を牧

畜業者に不法奪取されかかった農家に、アラン・ラッド扮する流れ者のシェーン

が逗留して無法者を退治する。立ち去ろうとするシェーンに農家の子供が留まる

ように頼む。シェーンは答える。「一度人を殺したら元へ戻れないんだよ。烙印

として一生ついてまわるんだ」。馬上遥かかなたに消えゆくシェーンに子供が叫

ぶ。「シェーン、カムバック！」と。

＊　　　　　　　　　　　　　　　＊

　話が終わりに近付いた 04年９月 28日付の各紙夕刊のトップは、「NY原油 50

ドル突破、１年半で２倍に」という記事で埋め尽くされた。大層な騒ぎになって

きたが、今まさに冷静さをもって過去２次の石油危機の教訓を学習し直すときで

ある。９月末にはこの年８個目の台風が上陸して、日本列島に大被害をもたらし、

９月 30日、70日目の真夏日を更新した。確かに異常気象といえようが、この日

ロシアが「京都議定書」に批准することが伝えられ、７年間店
たなざら

晒しになっていた

CO2削減の取り決めが発効する見通しとなった。残る抵抗勢力は、ここでも一国

主義のアメリカ、しかも一国で世界の温室効果ガスの４分の１を排出するアメリ

カだけである。しかし、この大国にも、人間が地球までも破壊するほどには愚か

ではないことを証明すべきときがやってきた、と考えよう。


